
【競技結果】個人種目

オーシャンウーマン 女子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 茅ヶ崎SLSC

2 上村 真央 カミムラ マオ 西浜SLSC

3 中島 静香 ナカジマ シズカ 湯河原LSC

4 上野 真凛 ウエノ マリン 西浜SLSC

5 山本 裕紀子 ヤマモト ユキコ JLA HPT

6 奥秋 李果 オクアキ リカ 飯岡LSC

7 寺坂 恵実 テラサカ メグミ 岩井LSC

8 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 鴨川LSC

オーシャンマン 男子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 菅沼 寛也 スガヌマ ヒロヤ 下田LSC

2 上野 凌 ウエノ リョウ 西浜SLSC

3 幡野 圭祐 ハタノ ケイスケ 白浜LSC

4 亀ノ上 僚仁 カメノウエ トモヒト 勝浦LSC

5 伊藤 俊輔 イトウ シュンスケ 館山SLSC

6 古金 源太 フルカネ ゲンタ 銚子LSC

7 加賀田 哲也 カガタ テツヤ 下田LSC

8 渡邉 孝之 ワタナベ タカユキ 下田LSC

ボードレース 女子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 水間 菜登 ミズマ ナミ 勝浦LSC

2 上村 真央 カミムラ マオ 西浜SLSC

3 中島 静香 ナカジマ シズカ 湯河原LSC

4 片平 悠理亜メリッサ カタヒラ ユリアメリッサ 西浜SLSC

5 上野 真凛 ウエノ マリン 西浜SLSC

6 高橋 志穂 タカハシ シホ JLA HPT

7 飯田 亜実 イイダ アミ 白浜LSC

8 内堀 夏怜 ウチボリ カレン 西浜SLSC

ボードレース 男子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 菅沼 寛也 スガヌマ ヒロヤ 下田LSC

2 篠田 智哉 シノダ トモヤ 勝浦LSC

3 田島 亮 タジマ リョウ 湯河原LSC

4 内田  直人 ウチダ ナオト 辻堂LSC

5 高岡 洋介 タカオカ ヨウスケ 下田LSC

6 小坂井 裕史 コザカイ ヒロフミ 西伊豆LSC

7 大島 圭介 オオシマ ケイスケ 湯河原LSC

8 上野 凌 ウエノ リョウ 西浜SLSC
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ビーチフラッグス 女子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 但野 安菜 タダノ アンナ 勝浦LSC

2 深作 萌 フカサク モエ 館山SLSC

3 長野 文音 ナガノ アヤネ 和田浦LSC

4 高橋 わかな タカハシ ワカナ 西伊豆LSC

5 前川 紗槻 マエカワ サキ JLA HPT

6 大西 まりの オオニシ マリノ 神津島LSC

7 今井 愛海 イマイ カナミ 湘南ひらつかLSC

8 鮒藻 美穂 フナモ ミホ 今井浜SLSC

ビーチフラッグス 男子
順位 競技者名 チーム名 備考

1 植木 将人 ウエキ マサト 西浜SLSC

2 堀江 星冴 ホリエ ショウゴ 勝浦LSC

3 森 新太郎 モリ シンタロウ 飯岡LSC

4 町田 巧実 マチダ タクミ 土肥LSC

5 野口 勝成 ノグチ カツナリ 式根島LSC

6 上遠野 元太 カドウノ ゲンタ 式根島LSC

7 中村 泰己 ナカムラ タイキ 大磯LSC

8 小田切 伸矢 オダギリ シンヤ 西浜SLSC

- 2 -



【競技結果】チーム・特別種目

レスキューチューブレスキュー 男女

順位 チーム名 備考

1 下田LSC

2 湯河原LSC

3 西浜SLSC

4 勝浦LSC

5 館山SLSC

6 大磯LSC

7 銚子LSC

8 九十九里LSC
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