
第６回神奈川県ジュニア/ユース・ライフセービング競技会

氏名 氏名 フリガナ 学年　 クラブ名
001 太田 寧音 オオタ ネネ 小学1年 熱川LSC
002 太田 湊介 オオタ ソウスケ 小学3年 熱川LSC
003 神代 航秀 カシロ カズホ 中学1年 大竹SLSC
004 安達 奈海 アダチ ナミ 小学1年 勝浦LSC
005 安達 大雄 アダチ ダイユウ 小学3年 勝浦LSC
006 安達 太聖 アダチ タイセイ 小学5年 勝浦LSC
007 高梨 帆南 タカナシ ホナミ 小学6年 勝浦LSC
008 渡邊 祥 ワタナベ サチ 小学6年 勝浦LSC
009 中山 桃子 ナカヤマ トウコ 小学2年 鎌倉LG
010 菊地 夏妃 キクチ ナツキ 小学3年 鎌倉LG
011 渡辺 流司 ワタナベ リュウジ 小学3年 鎌倉LG
012 田村 しずく タムラ シズク 小学4年 鎌倉LG
013 デイビース 美彩 デイビス ミア 小学4年 鎌倉LG
014 橋本 元 ハシモト 元 小学4年 鎌倉LG
015 森田 健ノ介 モリタ ケンノスケ 小学4年 鎌倉LG
016 吉田 空 ヨシダ ソラ 小学4年 鎌倉LG
017 ランブル オーシャン ランブル オーシャン 小学4年 鎌倉LG
018 重松 胡々 シゲマツ ココ 小学5年 鎌倉LG
019 深見 愛音 フカミ アノン 小学5年 鎌倉LG
020 デイビース 一翔 デイビス カズト 小学6年 鎌倉LG
021 中江 悠空 ナカエ ユラ 小学6年 鎌倉LG
022 中村 蓮斗 ナカムラ レント 小学6年 鎌倉LG
023 名取 暦詩心 ナトリ コヨミ 小学6年 鎌倉LG
024 野村 士郎 ノムラ シロウ 小学6年 鎌倉LG
025 橋本 春 ハシモト ハル 小学6年 鎌倉LG
026 ランブル アリエル ランブル アリエル 小学6年 鎌倉LG
027 井上 弾天 イノウエ ダンテ 中学3年 鎌倉LG
028 小林 柊太朗 コバヤシ シュウタロウ 中学1年 鎌倉LG
029 渡辺 大地 ワタナベ ダイチ 中学1年 鎌倉LG
030 中山 颯太 ナカヤマ ソウタ 中学2年 鎌倉LG
031 ランブル オリオン ランブル オリオン 中学2年 鎌倉LG
032 久保木 葉琉 クボキ ハル 小学5年 KITAJIMAQUATICS
033 盛 暢孝 モリ ノブタカ 小学6年 KITAJIMAQUATICS
034 関口 美海 セキグチ ミミ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
035 田代 立 タシロ リツ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
036 富田 月子 トミタ ツキコ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
037 宮本 大輝 ミヤモト ダイキ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
038 江塚 康介 エヅカ コウスケ 中学2年 KITAJIMAQUATICS
039 小原 亜矢 コハラ アヤ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
040 谷冨 零旺 タニト レオ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
041 山崎 恵里佳 ヤマザキ エリカ 中学1年 KITAJIMAQUATICS
042 岸波 志音 キシナミ シオン 中学3年 KITAJIMAQUATICS
043 添田 心陽 ソエダ コハル 小学2年 下田LSC
044 重信 梨々子 シゲノブ リリコ 小学4年 下田LSC
045 添田 遼太郎 ソエダ リョウタロウ 小学4年 下田LSC
046 青木 快 アオキ カイ 小学5年 下田LSC
047 飯田 凜音 イイダ リオン 小学5年 下田LSC
048 長池 一樹 ナガイケ イツキ 小学5年 下田LSC
049 松下 勇太朗 マツシタ ユウタロウ 小学5年 下田LSC
050 江渡 梨紗 エト リサ 小学6年 下田LSC
051 進士 佳乃 シンジ カノ 小学6年 下田LSC
052 江渡 祐太朗 エト ユウタロウ 中学2年 下田LSC
053 大島 茉凜 オオシマ マリン 中学2年 十文字高校LSC
054 加藤 もえ カトウ モエ 中学2年 十文字高校LSC
055 藤枝 奈々 フジエダ ナナ 中学2年 十文字高校LSC
056 山岡 杏未 ヤマオカ アンミ 中学2年 十文字高校LSC
057 横井 暖菜 ヨコイ ヒナ 中学2年 十文字高校LSC
058 新井 海翔 アライ カイト 中学3年 湘南学園LSC
059 遠藤 海七希 エンドウ ミナキ 中学3年 湘南学園LSC
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165 鶴野 詠斗 ツルノ エイト 中学3年 湘南学園LSC
060 宮田 蒼空 ミヤタ ソラ 小学3年 湘南ひらつかLSC
061 小嶋 文葉 コジマ アヤハ 小学4年 湘南ひらつかLSC
062 花塚 聖奈 ハナヅカ セナ 小学4年 湘南ひらつかLSC
063 宮田 沙那 ミヤタ サナ 小学6年 湘南ひらつかLSC
064 久保田 純令 クボタ スミレ 中学1年 湘南ひらつかLSC
065 小八重 優斗 コヤエ ユウト 小学6年 湘南ひらつかLSC
066 山口 小春 ヤマグチ コハル 中学1年 湘南ひらつかLSC
067 沖 純恋 オキ スミレ 中学2年 湘南ひらつかLSC
068 鴇田 翔 トキタ カケル 中学2年 湘南ひらつかLSC
069 宅間 琉偉 タクマ ルイ 小学1年 館山SLSC
070 矢上 陽葉 ヤガミ キヨハ 小学1年 館山SLSC
071 金高 玄弥 カネタカ ゲンヤ 小学2年 館山SLSC
072 高橋 孝之祐 タカハシ コウノスケ 小学2年 館山SLSC
073 住吉 蒼玄 スミヨシ ソウゲン 小学3年 館山SLSC
074 松崎 飛向華 マツザキ ヒュウガ 小学3年 館山SLSC
075 矢上 結月 ヤガミ ユヅキ 小学3年 館山SLSC
076 鈴木 大晟 スズキ タイセイ 小学4年 館山SLSC
077 横矢 翔 ヨコヤ ショウ 小学4年 館山SLSC
078 小川 歩海 オガワ アユミ 小学5年 館山SLSC
079 金高 右京 カネタカ ウキョウ 小学5年 館山SLSC
080 宅間 璃來 タクマ リク 小学5年 館山SLSC
081 橋本 治斗 ハシモト ナオト 小学5年 館山SLSC
082 鈴木 陽琉 スズキ アタル 小学6年 館山SLSC
083 小川 七海 オガワ ナナミ 中学1年 館山SLSC
084 堺澤 舞香 サカイザワ マイカ 中学2年 館山SLSC
085 岩井 壮司 イワイ ソウシ 中学3年 館山SLSC
086 鵜木 勇輔 ウノキ ユウスケ 中学3年 館山SLSC
087 橋本 未波 ハシモト ミナミ 中学3年 館山SLSC
088 正木 友海 マサキ ユミ 中学3年 館山SLSC
089 板垣 来奈美 イタガキ コナミ 小学3年 TKS LSC
090 栗城 璃子 クリキ リコ 小学3年 TKS LSC
091 杉山 冬華 スギヤマ トウカ 小学3年 TKS LSC
092 山口 航誠 ヤマグチ コウセイ 小学3年 TKS LSC
093 山田 菜月 ヤマダ ナツキ 小学3年 TKS LSC
094 根本 心海 ネモト ココミ 小学4年 TKS LSC
095 根本 真海 ネモト マナミ 小学4年 TKS LSC
096 栗城 乃綾 クリキ ノア 中学2年 TKS LSC
097 杉山 紅葉 スギヤマ クレハ 中学2年 TKS LSC
098 山田 智也 ヤマダ トモヤ 中学2年 TKS LSC
099 池戸 芹亜 イケド セリア 小学1年 西浜SLSC
100 服部 平治朗 ハットリ　 ヘイジロウ 小学2年 西浜SLSC
101 井上 大地 イノウエ タイチ 小学3年 西浜SLSC
102 雲野 樹 ウンノ タツキ 小学3年 西浜SLSC
103 大野 百夏 オオノ モモカ 小学3年 西浜SLSC
104 菅野 滉太 カンノ コウタ 小学3年 西浜SLSC
105 クレイ ディアナ クレイ ディアナ 小学3年 西浜SLSC
106 小島 虎汰郎 コジマ コタロウ 小学3年 西浜SLSC
107 多賀 海陽 タガ ミハル 小学3年 西浜SLSC
108 瀧川 優太 タキカワ ユウタ 小学3年 西浜SLSC
109 角田 舞 ツノダ マイ 小学3年 西浜SLSC
110 西舘 咲来 ニシダテ サキ 小学3年 西浜SLSC
111 水野  陽祐 ミズノ ヨウスケ 小学3年 西浜SLSC
112 水野 椋太 ミズノ リョウタ 小学3年 西浜SLSC
113 稲葉 慧 イナバ ケイ 小学4年 西浜SLSC
114 岩本 萌渚 イワモト モナ 小学4年 西浜SLSC
115 小川 結生 オガワ ユウキ 小学4年 西浜SLSC
116 須本 晃太郎 スモト コウタロウ 小学4年 西浜SLSC
117 髙野 旭 タカノ アサヒ 小学4年 西浜SLSC
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118 山下 洋平 ヤマシタ ヨウヘイ 小学4年 西浜SLSC
119 池戸 真誉 イケド マヨ 小学5年 西浜SLSC
120 小鮒 聖斗 コブナ ライト 小学5年 西浜SLSC
121 高田 理世 タカダ リセイ 小学4年 西浜SLSC
122 田邉 拓海 タナベ タクミ 小学5年 西浜SLSC
123 浜地 櫂依 ハマジ カイ 小学5年 西浜SLSC
124 峯岸 寿子 ミネギシ ヒサコ 小学5年 西浜SLSC
125 阿井 流生 アイ リュウセイ 小学6年 西浜SLSC
126 池田 早陽 イケダ ソヨ 小学5年 西浜SLSC
127 伊藤 仁之助 イトウ ジンノスケ 小学6年 西浜SLSC
128 岩本 瑠渚 イワモト ルナ 小学6年 西浜SLSC
129 小泉 健太 コイズミ ケンタ 小学6年 西浜SLSC
130  髙野 紗世 タカノ サヨ 小学6年 西浜SLSC
131 成田 湊 ナリタ ミナト 小学6年 西浜SLSC
132 布方　 達海 ヌノカタ タツミ 小学6年 西浜SLSC
133 水野 瑛介 ミズノ エイスケ 小学5年 西浜SLSC
134 太田 凱 オオタ ガイ 中学1年 西浜SLSC
135 菅原 明澄 スガワラ アキト 中学1年 西浜SLSC
136 田中 海成 タナカ カイセイ 中学1年 西浜SLSC
137 布方　 勇海 ヌノカタ イサミ 中学1年 西浜SLSC
138 浜地 沙羅 ハマジ サラ 中学1年 西浜SLSC
139 水野 佑一 ミズノ ユウイチ 中学1年 西浜SLSC
140 山下 隼吾 ヤマシタ シュンゴ 中学1年 西浜SLSC
141 鈴木 陽大 スズキ ハルト 中学2年 西浜SLSC
142 峯岸 賢太郎 ミネギシ ケンタロウ 中学2年 西浜SLSC
143 クレイ コナ 大波 クレイ コナ　タイハ 中学3年 西浜SLSC
144 高橋 かのん タカハシ カノン 中学3年 西浜SLSC
145 草柳 海翔 クサヤナギ カイト 小学1年 バディ冒険団
146 篠塚 龍護 シノズカ リュウゴ 小学2年 バディ冒険団
147 島田 理央 シマダ リオ 小学1年 バディ冒険団
148 森本 磨己 モリモト マコ 小学1年 バディ冒険団
149 新井 麻文 アライ マアヤ 小学2年 バディ冒険団
150 桐井 海碧 キリイ ミアイ 小学2年 バディ冒険団
151 徳丸 奈穂 トクマル ナホ 小学2年 バディ冒険団
152 中西 亮太 ナカニシ リョウタ 小学2年 バディ冒険団
153 鶴野 いろ ツルノ イロ 小学3年 バディ冒険団
154 村田 李英 ムラタ リエイ 小学4年 バディ冒険団
180 森本 兼弘 モリモト ケンコウ 小学4年 バディ冒険団
155 遠藤 海之流 エンドウ ミノル 小学5年 バディ冒険団
156 篠塚 友慈 シノヅカ ユウジ 小学5年 バディ冒険団
157 鶴野 おと ツルノ オト 小学5年 バディ冒険団
158 島田 凜 シマダ リン 小学6年 バディ冒険団
159 徳丸 凜之介 トクマル リンノスケ 小学6年 バディ冒険団
160 新田 丈太郎 ニッタ ジョウタロウ 小学6年 バディ冒険団
161 川原 凜子 カワハラ リコ 中学1年 バディ冒険団
162 鶴野 うた ツルノ ウタ 中学1年 バディ冒険団
163 中西 悠衣 ナカニシ ユイ 中学1年 バディ冒険団
164 村田 心路 ムラタ ココロ 中学1年 バディ冒険団
166 村田 慈英 ムラタ ジエイ 中学3年 バディ冒険団
167 大場 未羽 オオバ ミウ 中学3年 山形LSC
168 牧野 桜空 マキノ オウセイ 小学3年 湯河原LSC
169 佐藤 朝陽 サトウ アサヒ 小学5年 湯河原LSC
170 牧野 夏空 マキノ ナコ 小学5年 湯河原LSC
171 岩本 禅太郎 イワモト ゼンタロウ 小学5年 湯河原LSC
172 朽方 杏香 クツカタ アニカ 中学1年 湯河原LSC
173 朽方 杏香 クツカタ アニカ 中学1年 湯河原LSC
174 小林 文海 コバヤシ アヤミ 中学1年 湯河原LSC
175 北川 丈治 キタガワ ジョウジ 中学2年 湯河原LSC
176 露木 凜 ツユキ リン 中学3年 湯河原LSC
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177 安田 結 ヤスダ ユイ 中学3年 湯河原LSC
178 山本 一凜 ヤマモト イチリン 中学3年 湯河原LSC
179 吉野 克哉 ヨシノ カツヤ 中学3年 湯河原LSC
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