
女子 100m 障害物スイム 男子 100m 障害物スイム

順位 チーム名 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 銚子LSC 1:03.66 大会新 1 辻堂LC 55.45 大会新

2 九十九里LSC 1:04.63 大会新 2 湯河原LSC 56.07 大会新

3 鴨川LSC 1:05.37 3 辻堂LC 56.40

4 茅ヶ崎SLSC 1:06.47 3 九十九里LSC 56.56

5 三浦海岸SLSC 1:06.56 5 下田LSC 57.72

6 湯河原LSC 1:07.54 6 銚子LSC 58.18

7 西浜SLSC 1:08.35 7 九十九里LSC 58.34

8 鎌倉LG 1:08.73 8 波崎SLSC 58.70

女子 50m マネキンキャリー 男子 50m マネキンキャリー

順位 チーム名 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 鴨川LSC 38.44 1 辻堂LC 31.40

2 銚子LSC 40.14 2 湯河原LSC 31.56

3 九十九里LSC 40.97 3 湯河原LSC 32.05

4 湯河原LSC 41.03 4 九十九里LSC 33.32

4 湯河原LSC 41.03 4 和田浦LSC 33.32

6 茅ヶ崎SLSC 41.78 6 九十九里LSC 33.97

7 波崎LSC 41.89 7 湯河原LSC 34.02

8 銚子LSC 42.13 8 九十九里LSC 34.04

女子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン 個人 男子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン

順位 チーム名 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 湯河原LSC 1:02.72 1 湯河原LSC 48.00

2 岩井LSC 1:05.68 2 九十九里LSC 52.87

3 大磯LSC 1:06.73 3 勝浦LSC 52.97

4 湯河原LSC 1:07.56 4 西伊豆LSC 53.64

5 銚子LSC 1:08.90 5 鴨川LSC 55.08

6 銚子LSC 1:09.95 6 和田浦LSC 55.94

7 鎌倉LG 1:10.18 7 九十九里LSC 55.96

8 神津島LSC 1:10.27 8 西浜SLSC 56.27

磯ヶ谷　蓮

高橋　　徹

江藤　亜門

廣田　　諒

競技者氏名

競技者氏名 競技者氏名

競技者氏名 競技者氏名

荒生　拓人

船津　美帆

渡邉　来美

岡山　七彩

塩原あかり

小林　夏美

西山　　俊

宇治川仁人

篠田　智哉

森田　大地

名須川紗綾

丸山みどり

堤　　芽咲

平野　修也

大島　圭介

安藤　　秀

池端　拓海

坂本　　陸

那須　凜人

西山　　俊

松林　俊樹

坂本佳凪子

栗真　千里

成澤　侑花

塩原あかり

中島　静香

安藤　　秀

富永　航平

池端　拓海

渡邉　孝之

石田　健人

那須　凜人

競技者氏名

栗真　千里

成澤　侑花

坂本佳凪子

名須川紗綾

醍醐　佳奈

個人

堤　　茅咲

上倉　海月

東　　理沙

第13回神奈川県ライフセービングプール競技選手権大会　　競技結果
20115年11月12日（日）　　会場：さがみはらグリーンプール（相模原市立総合水泳場）

個人 個人

個人 個人

伊藤知奈津

上野　真凛

木ノ本百香

平野　修也

- 1 -



第13回神奈川県ライフセービングプール競技選手権大会　　競技結果
20115年11月12日（日）　　会場：さがみはらグリーンプール（相模原市立総合水泳場）

女子 4×25m マネキンリレー 男子 4×25m マネキンリレー

順位 チーム名 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 湯河原LSC 1:33.48 大会新 1 湯河原LSC 1:13.53 大会新

2 銚子LSC 1:36.35 2 九十九里LSC 1:15.73 大会新

3 大磯LSC 1:46.54 3 大磯LSC 1:22.43

4 鴨川LSC 1:47.34 4 神津島LSC 1:23.58

5 波崎LSC 1:48.74 5 辻堂LC 1:25.06

6 九十九里LSC 1:51.76 6 三多摩LSC 1:26.30

7 白浜LSC 1:59.08 7 和田浦LSC 1:27.41

8 西伊豆LSC 2:00.50 8 西伊豆LSC 1:33.40

女子 4×50m メドレーリレー 男子 4×50m メドレーリレー

順位 チーム名 記録 備考 順位 チーム名 記録 備考

1 湯河原LSC 1:52.73 大会新 1 湯河原LSC 1：32.62 日本新

2 銚子LSC 1:53.50 大会新 2 九十九里LSC 1：35.64

3 鴨川LSC 1:57.24 3 辻堂LC 1：36.15

4 鎌倉LG 1:57.62 4 西浜SLSC 1：43.72

5 九十九里LSC 1:59.88 5 下田LSC 1：44.30

6 大磯LSC 2:01.19 6 神津島LSC 1：47.64

7 茅ヶ崎SLSC 2:01.23 7 大磯LSC 1：47.85

8 神津島LSC 2:01.24 8 和田浦LSC 1：48.43

田村 理、猪又 美佳、名須川 茉莉乃、名須川 紗 北畑 優成、市岡 航大、中野 諒八、寒河江 健太

具志堅 夕、東 理沙、市川 沙耶、水川 綾香 坂本 陸、小山 浩一郎、有原 和俊、高橋 徹

木ノ本 百香、今野 恵、上倉 海月、井上 裕梨 成富 丈、石川 修平、廣田 諒、荒井 洋佑

落合 さくら、宮川 梨奈、久々宇 邑乃、成澤 侑 忠 潤基、渡邉 孝之、粂川 拓海、小林 大我

遠口 紀子、野崎 彩、佐藤 遥、岡山 七彩 七海 元紀、大竹 達士、渡邊 昴俊、小椋 隆継

河崎 綾子、塩原 あかり、中島 静香、船津 美帆 大島 圭介、西山 俊、安藤 秀、深井 俊光

津川 茉由子、小林 夏美、栗真 千里、深谷 徳香 大野 祥吾、江藤 亜門、池端 拓海、宇治川 仁人

佐藤 美帆、笠原 美紀、阿形 芽生、坂本 佳奈子 富永 航平、深野 裕輔、平野 修也、中川 健

勝俣 日葉、丸山 彩、都丸 優衣、村上 果世 寺尾 匡人、小坂井 裕史、信岡 海、森田 大地

チーム チーム

競技者氏名 競技者名

大井 麻生、丸山 みどり、荒井 美結、串田 愛 中川 健、富永 航平、西田 晋二、平野 修也

成澤 侑花、川村 真穂、宮川 梨奈、久々宇 邑乃 河原 賢太郎、森岡 岳大、中村 圭佑、植木 裕太

飯田 亜実、原 未稀、井熊 理子、小野 英里奈 坂本 陸、有原 和俊、山口 祐太、高橋 徹

津川 茉由子、堤 茅咲、栗真 千里、井出 靖菜 江藤 亜門、荒生 拓人、大野 祥吾、那須 凜人

佐藤 遥、遠口 紀子、野崎 彩、岡山 七彩 寒河江 健太、池 俊一、中野 諒八、北畑 優成

佐藤 美帆、坂本 佳凪子、石塚 円香、阿形 芽生 七海 元紀、関根 献人、大竹 達士、小椋 隆継

チーム チーム

競技者氏名 競技者名

河崎 綾子、塩原 あかり、中島 静香、相馬 紗織 大島 圭介、徳元 将太郎、西山 俊、安藤 秀
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