
2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 22名 神奈川

1. 女子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

2 005 長谷川 楓 ハセガワ カエデ 横浜海の公園LSC

3 016 井上 裕梨 イノウエ ユリ 鎌倉LG

3 017 今野 恵 コンノ メグミ 鎌倉LG

4 022 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 茅ヶ崎SLSC

4 023 名須川 茉莉乃 ナスカワ マリノ 茅ヶ崎SLSC

7 039 上村 真央 カミムラ マオ 西浜SLSC

7 040 上野 真凛 ウエノ マリン 西浜SLSC

10 068 安藤 綾野 アンドウ アヤノ 湯河原LSC

10 072 中島 静香 ナカジマ シズカ 湯河原LSC

21 088 高橋 志穂 タカハシ シホ JLA HPT

21 090 山本 裕紀子 ヤマモト ユキコ JLA HPT

22 100 斎藤 由里 サイトウ ユリ 下田LSC

23 108 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 鴨川LSC

25 127 寺坂 恵実 テラサカ メグミ 岩井LSC

26 147 栗原 夏希 クリハラ ナツキ 九十九里LSC

29 182 丹羽 久美 ニワ ヒサミ 勝浦LSC

32 214 城所 侑沙 キドコロ アリサ 銚子LSC

34 233 飯田 亜実 イイダ アミ 白浜LSC

35 237 奥秋 李果 オクアキ リカ 飯岡LSC

35 239 鈴木 理乃 スズキ リノ 飯岡LSC

36 243 北原 由実子 キタハラ ユミコ 和田浦LSC

36 245 久保 美沙代 クボ ミサヨ 和田浦LSC

オーシャンウーマン

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 1 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 39名 神奈川

2. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 002 森野 友也 モリノ トモヤ バディ冒険団

2 004 堀内 優 ホリウチ ユウ 横浜海の公園LSC

3 006 佐藤 雄太 サトウ ユウタ 鎌倉LG

3 012 帯谷 大樹 オビヤ ヒロキ 鎌倉LG

6 032 澤木 達哉 サワキ タツヤ 逗子SLSC

7 033 上野 凌 ウエノ リョウ 西浜SLSC

7 037 廣田 諒 ヒロタ リョウ 西浜SLSC

8 048 寒河江 健太 サガエ ケンタ 大磯LSC

8 050 志田 涼介 シダ リョウスケ 大磯LSC

9 054 内田  直人 ウチダ ナオト 辻堂LSC

10 057 石塚 康敬 イシヅカ ヤスタカ 湯河原LSC

10 058 大島 圭介 オオシマ ケイスケ 湯河原LSC

10 059 安藤 秀 アンドウ スグル 湯河原LSC

10 062 西山 俊 ニシヤマ シュン 湯河原LSC

21 085 片山 雄起 カタヤマ ユウキ JLA HPT

21 086 加藤 豪 カトウ ゴウ JLA HPT

21 087 園田 俊 ソノダ スグル JLA HPT

22 091 菅沼 寛也 スガヌマ ヒロヤ 下田LSC

22 092 加賀田 哲也 カガタ テツヤ 下田LSC

22 093 高岡 洋介 タカオカ ヨウスケ 下田LSC

22 095 渡邉 孝之 ワタナベ タカユキ 下田LSC

22 098 山口 智史 ヤマグチ サトシ 下田LSC

24 110 伊藤 俊輔 イトウ シュンスケ 館山SLSC

24 117 篠田 将輝 シノダ マサキ 館山SLSC

26 131 秋葉 佳祐 アキバ ケイスケ 九十九里LSC

26 141 小林 修平 コバヤシ シュウヘイ 九十九里LSC

29 171 榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 勝浦LSC

29 173 永石 哲朗 ナガイシ テツロウ 勝浦LSC

29 175 篠田 智哉 シノダ トモヤ 勝浦LSC

29 176 坂江 一希 サカエ カズキ 勝浦LSC

29 178 亀ノ上 僚仁 カメノウエ トモヒト 勝浦LSC

30 185 平澤 稲世 ヒラサワ イナセ 神津島LSC

30 189 小椋 隆継 オグラ タカツグ 神津島LSC

31 201 小坂井 裕史 コザカイ ヒロフミ 西伊豆LSC

オーシャンマン

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 2 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 39名 神奈川

2. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

オーシャンマン

31 202 寺尾 匡人 テラオ マサト 西伊豆LSC

32 210 古金 源太 フルカネ ゲンタ 銚子LSC

32 211 田中 翔 タナカ カケル 銚子LSC

34 228 幡野 圭祐 ハタノ ケイスケ 白浜LSC

36 242 坂本 陸 サカモト リク 和田浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 3 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 68名 神奈川

3. 女子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

2 005 長谷川 楓 ハセガワ カエデ 横浜海の公園LSC

3 016 井上 裕梨 イノウエ ユリ 鎌倉LG

3 017 今野 恵 コンノ メグミ 鎌倉LG

4 022 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 茅ヶ崎SLSC

4 023 名須川 茉莉乃 ナスカワ マリノ 茅ヶ崎SLSC

5 028 森島 絵理奈 モリシマ エリナ 湘南ひらつかLSC

5 029 今井 愛海 イマイ カナミ 湘南ひらつかLSC

5 030 尼ヶ崎 羽鏡 アマガサキ ウキョウ 湘南ひらつかLSC

7 038 内堀 夏怜 ウチボリ カレン 西浜SLSC

7 039 上村 真央 カミムラ マオ 西浜SLSC

7 040 上野 真凛 ウエノ マリン 西浜SLSC

7 041 片平 悠理亜メリッサ カタヒラ ユリアメリッサ 西浜SLSC

7 042 佐藤 果歩 サトウ カホ 西浜SLSC

8 051 岡山 七彩 オカヤマ ナナセ 大磯LSC

8 052 佐藤 遥 サトウ ハルカ 大磯LSC

8 053 野崎 彩 ノザキ アヤ 大磯LSC

10 068 安藤 綾野 アンドウ アヤノ 湯河原LSC

10 069 北川　 麻里亜 キタガワ マリア 湯河原LSC

10 070 塩原 あかり シオバラ アカリ 湯河原LSC

10 071 船津 美帆 フナツ ミホ 湯河原LSC

10 072 中島 静香 ナカジマ シズカ 湯河原LSC

21 088 高橋 志穂 タカハシ シホ JLA HPT

21 090 山本 裕紀子 ヤマモト ユキコ JLA HPT

22 100 斎藤 由里 サイトウ ユリ 下田LSC

22 101 土屋 日向子 ツチヤ ヒナコ 下田LSC

23 108 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 鴨川LSC

23 109 石塚 円香 イシヅカ マドカ 鴨川LSC

25 126 中田 碧 ナカタ アオイ 岩井LSC

25 128 山本 麻美 ヤマモト マミ 岩井LSC

25 129 齋藤 麻衣 サイトウ マイ 岩井LSC

25 130 村石 結美 ムライシ ユミ 岩井LSC

26 147 栗原 夏希 クリハラ ナツキ 九十九里LSC

26 148 木村 仁美 キムラ ヒトミ 九十九里LSC

26 149 杉本 早紀 スギモト サキ 九十九里LSC

ボードレース

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 4 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 68名 神奈川

3. 女子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

ボードレース

26 150 鈴木 那奈 スズキ ナナ 九十九里LSC

26 151 柿澤 明日香 カキザワ アスカ 九十九里LSC

26 152 岡村 夏美 オカムラ ナツミ 九十九里LSC

27 159 鈴木 結衣 スズキ ユイ 今井浜SLSC

27 161 丸山 佳乃 マルヤマ ヨシノ 今井浜SLSC

27 162 由井 那美紀 ユイ ナミキ 今井浜SLSC

27 163 鮒藻 美穂 フナモ ミホ 今井浜SLSC

29 181 水間 菜登 ミズマ ナミ 勝浦LSC

29 182 丹羽 久美 ニワ ヒサミ 勝浦LSC

30 191 東 理沙 アズマ リサ 神津島LSC

30 193 山崎 那保香 ヤマザキ ナオカ 神津島LSC

30 194 原田 果菜子 ハラダ カナコ 神津島LSC

30 195 藤戸 芽来 フジト メグ 神津島LSC

30 196 市川 沙耶 イチカワ サヤ 神津島LSC

31 204 堀田 莉沙 ホッタ リサ 西伊豆LSC

31 205 高橋 わかな タカハシ ワカナ 西伊豆LSC

31 206 丸山 彩 マルヤマ アヤ 西伊豆LSC

32 214 城所 侑沙 キドコロ アリサ 銚子LSC

32 215 佐野 七美 サノ ナナミ 銚子LSC

32 216 金子 真優 カネコ マユ 銚子LSC

32 217 栗真 千里 クリマ チサト 銚子LSC

33 224 千村 茉奈 チムラ マナ 土肥LSC

34 229 山本 美波 ヤマモト ミナミ 白浜LSC

34 230 原 未稀 ハラ ミキ 白浜LSC

34 231 井熊 理子 イクマ リコ 白浜LSC

34 232 大和 絵美 ヤマト エミ 白浜LSC

34 233 飯田 亜実 イイダ アミ 白浜LSC

35 237 奥秋 李果 オクアキ リカ 飯岡LSC

35 238 林 明那 ハヤシ ハルナ 飯岡LSC

35 239 鈴木 理乃 スズキ リノ 飯岡LSC

36 243 北原 由実子 キタハラ ユミコ 和田浦LSC

36 244 長野 文音 ナガノ アヤネ 和田浦LSC

36 245 久保 美沙代 クボ ミサヨ 和田浦LSC

36 246 上瀬 舞 カミセ マイ 和田浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 5 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 126名 神奈川

4. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 001 森野 郁也 モリノ フミヤ バディ冒険団

1 002 森野 友也 モリノ トモヤ バディ冒険団

2 004 堀内 優 ホリウチ ユウ 横浜海の公園LSC

3 006 佐藤 雄太 サトウ ユウタ 鎌倉LG

3 007 尾花 尚 オバナ ショウ 鎌倉LG

3 008 田島 太誠 タジマ タイセイ 鎌倉LG

3 011 山崎 敦 ヤマザキ アツシ 鎌倉LG

3 012 帯谷 大樹 オビヤ ヒロキ 鎌倉LG

3 013 齋藤 良太 サイトウ リョウタ 鎌倉LG

3 014 服部 泰佑 ハットリ タイスケ 鎌倉LG

3 015 藤田 航平 フジタ コウヘイ 鎌倉LG

4 018 大滝 雅哉 オオタキ マサヤ 茅ヶ崎SLSC

4 020 若林 和弥 ワカバヤシ カズヤ 茅ヶ崎SLSC

5 024 白鳥 颯 シラトリ ハヤテ 湘南ひらつかLSC

5 025 田川 和澄 タガワ カズト 湘南ひらつかLSC

5 026 松野 力也 マツノ リキヤ 湘南ひらつかLSC

5 027 竹内 一平 タケウチ イッペイ 湘南ひらつかLSC

6 031 栗崎 貴夫 クリサキ タカオ 逗子SLSC

6 032 澤木 達哉 サワキ タツヤ 逗子SLSC

7 033 上野 凌 ウエノ リョウ 西浜SLSC

7 035 長谷 雄大 ナガタニ ユウダイ 西浜SLSC

7 037 廣田 諒 ヒロタ リョウ 西浜SLSC

8 043 北畑 優成 キタバタケ ユウセイ 大磯LSC

8 044 中野 諒八 ナカノ リョウヤ 大磯LSC

8 045 泥谷 秀人 ヒジヤ シュウト 大磯LSC

8 047 田原 将初 タハラ マウイ 大磯LSC

8 048 寒河江 健太 サガエ ケンタ 大磯LSC

8 049 市岡 航大 イチオカ コウタ 大磯LSC

8 050 志田 涼介 シダ リョウスケ 大磯LSC

9 054 内田  直人 ウチダ ナオト 辻堂LSC

9 055 中川 健 ナカガワ ケン 辻堂LSC

10 056 小出 一輝 コイデ イッキ 湯河原LSC

10 057 石塚 康敬 イシヅカ ヤスタカ 湯河原LSC

10 058 大島 圭介 オオシマ ケイスケ 湯河原LSC

ボードレース

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 6 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 126名 神奈川

4. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

ボードレース

10 059 安藤 秀 アンドウ スグル 湯河原LSC

10 060 田島 亮 タジマ リョウ 湯河原LSC

10 061 松田 任史 マツダ タダフミ 湯河原LSC

10 062 西山 俊 ニシヤマ シュン 湯河原LSC

10 063 堤 康介 ツツミ コウスケ 湯河原LSC

10 064 徳元 将太郎 トクモト ショウタロウ 湯河原LSC

10 065 菊地 洸貴 キクチ コウキ 湯河原LSC

10 066 深井 俊光 フカイ トシミツ 湯河原LSC

10 067 酒巻 優太 サカマキ ユウタ 湯河原LSC

11 076 山本 青空 ヤマモト ハルタカ 葉山LSC

11 078 堀江 海太 ホリエ ウミタ 葉山LSC

12 079 本間 駿人 ホンマ ハヤト 三浦海岸SLSC

12 082 佐賀野 敏樹 サガノ トシキ 三浦海岸SLSC

21 085 片山 雄起 カタヤマ ユウキ JLA HPT

21 086 加藤 豪 カトウ ゴウ JLA HPT

21 087 園田 俊 ソノダ スグル JLA HPT

22 091 菅沼 寛也 スガヌマ ヒロヤ 下田LSC

22 092 加賀田 哲也 カガタ テツヤ 下田LSC

22 093 高岡 洋介 タカオカ ヨウスケ 下田LSC

22 094 須藤 凪 スドウ ナギ 下田LSC

22 095 渡邉 孝之 ワタナベ タカユキ 下田LSC

22 096 阿部  恵一朗 アベ ケイイチロウ 下田LSC

22 097 岩崎 隼弥 イワサキ シュンヤ 下田LSC

22 098 山口 智史 ヤマグチ サトシ 下田LSC

22 099 坂部 琢 サカベ タク 下田LSC

23 102 磯ヶ谷 蓮 イソガヤ レン 鴨川LSC

23 103 太田 怜於 オオタ レオ 鴨川LSC

23 105 青木 竜河 アオキ リュウガ 鴨川LSC

23 106 玉井 颯 タマイ ハヤト 鴨川LSC

23 107 浅川 大輔 アサカワ ダイスケ 鴨川LSC

24 110 伊藤 俊輔 イトウ シュンスケ 館山SLSC

24 111 下脇 亮磨 シモワキ リョウマ 館山SLSC

24 112 椿 大志 ツバキ タイシ 館山SLSC

24 113 重岡 寛大 シゲオカ ヒロヤ 館山SLSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 7 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 126名 神奈川

4. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

ボードレース

24 114 深水 雄 フカミ ユウ 館山SLSC

24 115 徳應 涼輔 トクオ リョウスケ 館山SLSC

24 116 小山 広将 コヤマ ヒロマサ 館山SLSC

25 122 高山 恭治 タカヤマ キョウジ 岩井LSC

25 123 岩本 耕平 イワモト コウヘイ 岩井LSC

25 124 川嶋 駿介 カワシマ シュンスケ 岩井LSC

25 125 小林 人生 コバヤシ リイキ 岩井LSC

26 131 秋葉 佳祐 アキバ ケイスケ 九十九里LSC

26 132 宮澤 章悟 ミヤザワ ショウゴ 九十九里LSC

26 133 清水 真 シミズ マコト 九十九里LSC

26 134 鈴木 瑛久 スズキ アキヒサ 九十九里LSC

26 135 増田 樹 マスダ タツキ 九十九里LSC

26 136 小辻 優一 コツジ ユウイチ 九十九里LSC

26 137 齋藤 和哉 サイトウ カズヤ 九十九里LSC

26 138 大野 祥吾 オオノ ショウゴ 九十九里LSC

26 139 源光 樹 ゲンコウ タツキ 九十九里LSC

26 140 永吉 一貴 ナガヨシ カズキ 九十九里LSC

26 141 小林 修平 コバヤシ シュウヘイ 九十九里LSC

26 142 待井 博輝 マチイ ヒロキ 九十九里LSC

26 143 那須 凜斗 ナス リント 九十九里LSC

26 144 吉田 航登 ヨシダ カズト 九十九里LSC

26 145 福山 浩也 フクヤマ コウヤ 九十九里LSC

27 153 野崎 慧悟 ノザキ ケイゴ 今井浜SLSC

27 155 天野 裕貴 アマノ ユウキ 今井浜SLSC

27 157 小澤 聖也 オザワ セイヤ 今井浜SLSC

29 171 榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 勝浦LSC

29 172 土井 仁博 ドイ マサヒロ 勝浦LSC

29 173 永石 哲朗 ナガイシ テツロウ 勝浦LSC

29 174 小平 歩 コダイラ　 アユム 勝浦LSC

29 175 篠田 智哉 シノダ トモヤ 勝浦LSC

29 177 伊藤 弦太 イトウ ゲンタ 勝浦LSC

29 178 亀ノ上 僚仁 カメノウエ トモヒト 勝浦LSC

29 179 角口 洋平 カドグチ ヨウヘイ 勝浦LSC

29 180 我妻 敬亮 アヅマ ケイスケ 勝浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 8 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-1）
個人種目用

予選 126名 神奈川

4. 男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

ボードレース

30 184 望月 亨一 モチヅキ キョウイチ 神津島LSC

30 186 大竹 達士 オオタケ タツシ 神津島LSC

30 187 七海 元紀 ナナウミ ゲンキ 神津島LSC

30 188 田中 亮多 タナカ リョウタ 神津島LSC

31 197 森田　 大地 モリタ ダイチ 西伊豆LSC

31 199 岩見 顕 イワミ ケン 西伊豆LSC

31 201 小坂井 裕史 コザカイ ヒロフミ 西伊豆LSC

31 203 小熊 優太 オグマ ユウタ 西伊豆LSC

32 207 石田 健人 イシダ ケント 銚子LSC

32 208 黒岩 泰 クロイワ ユタカ 銚子LSC

32 209 志賀 政哉 シガ マサヤ 銚子LSC

32 210 古金 源太 フルカネ ゲンタ 銚子LSC

32 211 田中 翔 タナカ カケル 銚子LSC

32 212 岡部 直人 オカベ ナオト 銚子LSC

32 213 山本 智 ヤマモト サトシ 銚子LSC

33 221 杉本 真二郎 スギモト シンジロウ 土肥LSC

33 223 山下 友輔 ヤマシタ ユウスケ 土肥LSC

34 227 岸田 興喜 キシダ コウキ 白浜LSC

34 228 幡野 圭祐 ハタノ ケイスケ 白浜LSC

35 234 吉岡 憲人 ヨシオカ ケント 飯岡LSC

35 235 酒井 拓也 サカイ タクヤ 飯岡LSC

36 240 藤井 尊史 フジイ タカフミ 和田浦LSC

36 241 山口 祐太 ヤマグチ ユウタ 和田浦LSC

36 242 坂本 陸 サカモト リク 和田浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 9 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-2a）
ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ用

40名 神奈川

女子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 1 2 3 4

5 028 森島 絵理奈 モリシマ エリナ 湘南ひらつかLSC

5 029 今井 愛海 イマイ カナミ 湘南ひらつかLSC

5 030 尼ヶ崎 羽鏡 アマガサキ ウキョウ 湘南ひらつかLSC

7 038 内堀 夏怜 ウチボリ カレン 西浜SLSC

7 042 佐藤 果歩 サトウ カホ 西浜SLSC

10 069 北川　 麻里亜 キタガワ マリア 湯河原LSC

21 089 前川 紗槻 マエカワ サキ JLA HPT

22 101 土屋 日向子 ツチヤ ヒナコ 下田LSC

23 109 石塚 円香 イシヅカ マドカ 鴨川LSC

24 119 高山 萌々 タカヤマ モモ 館山SLSC

24 120 深作 萌 フカサク モエ 館山SLSC

24 121 津和崎 美怜 ツワザキ ミサト 館山SLSC

25 126 中田 碧 ナカタ アオイ 岩井LSC

25 128 山本 麻美 ヤマモト マミ 岩井LSC

25 129 齋藤 麻衣 サイトウ マイ 岩井LSC

25 130 村石 結美 ムライシ ユミ 岩井LSC

26 149 杉本 早紀 スギモト サキ 九十九里LSC

26 150 鈴木 那奈 スズキ ナナ 九十九里LSC

26 152 岡村 夏美 オカムラ ナツミ 九十九里LSC

27 159 鈴木 結衣 スズキ ユイ 今井浜SLSC

27 160 小林 瑛華 コバヤシ エリカ 今井浜SLSC

27 161 丸山 佳乃 マルヤマ ヨシノ 今井浜SLSC

27 162 由井 那美紀 ユイ ナミキ 今井浜SLSC

27 163 鮒藻 美穂 フナモ ミホ 今井浜SLSC

27 164 近藤 亜紀 コンドウ アキ 今井浜SLSC

29 183 但野 安菜 タダノ アンナ 勝浦LSC

30 191 東 理沙 アズマ リサ 神津島LSC

30 192 大西 まりの オオニシ マリノ 神津島LSC

30 193 山崎 那保香 ヤマザキ ナオカ 神津島LSC

30 196 市川 沙耶 イチカワ サヤ 神津島LSC

31 204 堀田 莉沙 ホッタ リサ 西伊豆LSC

31 205 高橋 わかな タカハシ ワカナ 西伊豆LSC

32 215 佐野 七美 サノ ナナミ 銚子LSC

33 225 田村 萌 タムラ メグミ 土肥LSC

一次予選

5. ビーチフラッグス

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 10 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-2a）
ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ用

40名 神奈川

女子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 1 2 3 4

一次予選

5. ビーチフラッグス

34 229 山本 美波 ヤマモト ミナミ 白浜LSC

34 230 原 未稀 ハラ ミキ 白浜LSC

34 232 大和 絵美 ヤマト エミ 白浜LSC

35 238 林 明那 ハヤシ ハルナ 飯岡LSC

36 244 長野 文音 ナガノ アヤネ 和田浦LSC

36 246 上瀬 舞 カミセ マイ 和田浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 11 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-2a）
ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ用

80名 神奈川

男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 1 2 3 4

1 001 森野 郁也 モリノ フミヤ バディ冒険団

2 003 近藤 毅歩 コンドウ タケホ 横浜海の公園LSC

3 007 尾花 尚 オバナ ショウ 鎌倉LG

3 010 相川 次郎 アイカワ ジロウ 鎌倉LG

4 018 大滝 雅哉 オオタキ マサヤ 茅ヶ崎SLSC

4 019 仲山 雅和 ナカヤマ マサカズ 茅ヶ崎SLSC

4 020 若林 和弥 ワカバヤシ カズヤ 茅ヶ崎SLSC

4 021 田中 和泉 タナカ イズミ 茅ヶ崎SLSC

5 024 白鳥 颯 シラトリ ハヤテ 湘南ひらつかLSC

5 025 田川 和澄 タガワ カズト 湘南ひらつかLSC

5 026 松野 力也 マツノ リキヤ 湘南ひらつかLSC

7 034 小田切 伸矢 オダギリ シンヤ 西浜SLSC

7 036 植木 将人 ウエキ マサト 西浜SLSC

8 045 泥谷 秀人 ヒジヤ シュウト 大磯LSC

8 046 中村 泰己 ナカムラ タイキ 大磯LSC

8 047 田原 将初 タハラ マウイ 大磯LSC

10 064 徳元 将太郎 トクモト ショウタロウ 湯河原LSC

10 065 菊地 洸貴 キクチ コウキ 湯河原LSC

11 073 荒井 陸雄 アライ リクオ 葉山LSC

11 074 小林 駿介 コバヤシ シュンスケ 葉山LSC

11 075 中村 貴昭 ナカムラ タカアキ 葉山LSC

11 077 高橋 達郎 タカハシ タツロウ 葉山LSC

11 078 堀江 海太 ホリエ ウミタ 葉山LSC

12 081 坂口 直也 サカグチ ナオヤ 三浦海岸SLSC

12 082 佐賀野 敏樹 サガノ トシキ 三浦海岸SLSC

22 094 須藤 凪 スドウ ナギ 下田LSC

22 096 阿部  恵一朗 アベ ケイイチロウ 下田LSC

23 103 太田 怜於 オオタ レオ 鴨川LSC

23 104 高塚 大地 タカツカ ダイチ 鴨川LSC

23 106 玉井 颯 タマイ ハヤト 鴨川LSC

23 107 浅川 大輔 アサカワ ダイスケ 鴨川LSC

24 118 木津谷 富洋 キツヤ トミヒロ 館山SLSC

25 123 岩本 耕平 イワモト コウヘイ 岩井LSC

25 124 川嶋 駿介 カワシマ シュンスケ 岩井LSC

一次予選

6. ビーチフラッグス

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 12 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-2a）
ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ用

80名 神奈川

男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 1 2 3 4

一次予選

6. ビーチフラッグス

25 125 小林 人生 コバヤシ リイキ 岩井LSC

26 132 宮澤 章悟 ミヤザワ ショウゴ 九十九里LSC

26 134 鈴木 瑛久 スズキ アキヒサ 九十九里LSC

26 135 増田 樹 マスダ タツキ 九十九里LSC

26 136 小辻 優一 コツジ ユウイチ 九十九里LSC

26 138 大野 祥吾 オオノ ショウゴ 九十九里LSC

26 139 源光 樹 ゲンコウ タツキ 九十九里LSC

26 142 待井 博輝 マチイ ヒロキ 九十九里LSC

26 146 田中 大地 タナカ ダイチ 九十九里LSC

27 153 野崎 慧悟 ノザキ ケイゴ 今井浜SLSC

27 155 天野 裕貴 アマノ ユウキ 今井浜SLSC

27 156 榎本 和樹 エノモト カズキ 今井浜SLSC

27 157 小澤 聖也 オザワ セイヤ 今井浜SLSC

27 158 荒井 滉太郎 アライ コウタロウ 今井浜SLSC

28 165 上遠野 元太 カドウノ ゲンタ 式根島LSC

28 166 吉澤 康平 ヨシザワ コウヘイ 式根島LSC

28 167 長嶋 光貴 オサシマ コウキ 式根島LSC

28 168 小針 基央 コバリ モトヒサ 式根島LSC

28 169 野口 勝成 ノグチ カツナリ 式根島LSC

29 170 堀江 星冴 ホリエ ショウゴ 勝浦LSC

29 172 土井 仁博 ドイ マサヒロ 勝浦LSC

29 174 小平 歩 コダイラ　 アユム 勝浦LSC

29 176 坂江 一希 サカエ カズキ 勝浦LSC

29 177 伊藤 弦太 イトウ ゲンタ 勝浦LSC

30 185 平澤 稲世 ヒラサワ イナセ 神津島LSC

30 186 大竹 達士 オオタケ タツシ 神津島LSC

30 187 七海 元紀 ナナウミ ゲンキ 神津島LSC

30 188 田中 亮多 タナカ リョウタ 神津島LSC

30 189 小椋 隆継 オグラ タカツグ 神津島LSC

31 198 平紙 慎也 ヒラガミ シンヤ 西伊豆LSC

31 200 石田 蒼一郎 イシダ ソウイチロウ 西伊豆LSC

31 202 寺尾 匡人 テラオ マサト 西伊豆LSC

31 203 小熊 優太 オグマ ユウタ 西伊豆LSC

32 208 黒岩 泰 クロイワ ユタカ 銚子LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 13 -



2015/5/16　14:51 （様式 I-2a）
ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ用

80名 神奈川

男子

順位 ヒート コース
チーム
番号

競技者
番号

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 1 2 3 4

一次予選

6. ビーチフラッグス

33 218 市川 諒二 イチカワ リョウジ 土肥LSC

33 219 寺澤 和秀 テラサワ カズヒデ 土肥LSC

33 220 町田 巧実 マチダ タクミ 土肥LSC

33 221 杉本 真二郎 スギモト シンジロウ 土肥LSC

33 222 金箱 樹 カネバコ タツキ 土肥LSC

33 223 山下 友輔 ヤマシタ ユウスケ 土肥LSC

34 226 西山 晃祐 ニシヤマ コウスケ 白浜LSC

34 227 岸田 興喜 キシダ コウキ 白浜LSC

35 234 吉岡 憲人 ヨシオカ ケント 飯岡LSC

35 235 酒井 拓也 サカイ タクヤ 飯岡LSC

35 236 森 新太郎 モリ シンタロウ 飯岡LSC

36 241 山口 祐太 ヤマグチ ユウタ 和田浦LSC

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 14 -



2015/5/16　14:51 （様式 T-1）
チーム・特別種目用

予選 20チーム 神奈川

7. 男女

順位 ヒート コース
チーム
番号

チーム名 （空白）

3 鎌倉

5 湘南ひらつかLSC

7 西浜SLSC

8 大磯LSC

10 湯河原LSC

12 三浦海岸LSC

21 JLA HPT

22 下田LSC

23 鴨川LSC

24 館山SLSC

25 岩井LSC

26 九十九里LSC

27 今井浜SLSC

28 式根島LSC

29 勝浦LSC

30 神津島LSC

32 銚子LSC

34 白浜LSC

35 飯岡LSC

36 和田浦LSC

レスキューチューブレスキュー

　　　記録員確認：

競技別審判長確認： - 15 -


