
1. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 角谷　はな ｶｸﾀﾆ ﾊﾅ 由比ガ浜S＆S

2 小久保　琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 湯河原LSC

3 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

4 秋田　香苗 ｱｷﾀ ｶﾅｴ 湯河原LSC

5 高橋　麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 湯河原LSC

6 山田　純葉 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ 日体大荏原高校LSC

7 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 日体大荏原高校LSC

8 大岡　麻結 ｵｵｵｶ　ﾏｲ 日体大荏原高校LSC

9 富田　和佳子 ﾄﾐﾀ ﾜｶｺ 西浜SLSC

10 関口　美海 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾐ 西浜SLSC

11 加藤　もえ ｶﾄｳ ﾓｴ 十文字高校LSC

12 糸満　奏 ｲﾄﾐﾂ ｶﾅﾃﾞ 十文字高校LSC

13 中嶋　珠葵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 十文字高校LSC

14 横井　暖菜 ﾖｺｲ ﾋﾅ 十文字高校LSC

15 山岡　杏未 ﾔﾏｵｶ ｱﾝﾐ 十文字高校LSC

16 高村　星 ﾀｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 茅ヶ崎SLSC

17 西尾　栞 ﾆｼｵ ｼｵﾘ 茅ヶ崎SLSC

18 桑島　華子 ｸﾜｼﾞﾏ ﾊﾅｺ 横浜海の公園LSC

19 中野　日和 ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ 神津島LSC

20 渡邊　美佑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 鎌倉LG

21 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 鎌倉LG

22 村井　美月 ﾑﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 辻堂LC

23 安田　愛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘｱ 湘南ひらつかLSC

24 吉田　絢香 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 逗子SLSC

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 24　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

サーフレース

1 / 1 2021/9/20



2. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 森中　勇帆 ﾓﾘﾅｶ ﾕｳﾎ 湯河原LSC

2 白畑　秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 湯河原LSC

3 中谷　理人 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾘﾄ 湯河原LSC

4 吉田　唯人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 湯河原LSC

5 繁田　龍之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 湯河原LSC

6 三木　翔平 ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ 湯河原LSC

7 山尾　良寛 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾛ 湯河原LSC

8 市川　直親 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾁｶ 日体大荏原高校LSC

9 志賀　海征 ｼｶﾞ ｶｲｾｲ 西浜SLSC

10 志賀　海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ 西浜SLSC

11 鈴木　太陽 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 西浜SLSC

12 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

13 人見　啓斗 ひとみ　けいと 大磯LSC

14 本間　春翔 ほんま　はると 大磯LSC

15 嵯峨　岬 ｻｶﾞ ﾐｻｷ 茅ヶ崎SLSC

16 藤村　拓真 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 茅ヶ崎SLSC

17 垣内　一太 ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ 神津島LSC

18 星　涼佑 ﾎｼ ﾘｮｳｽｹ 鎌倉LG

19 日高　昴 ﾋﾀﾞｶ ｽﾊﾞﾙ 辻堂LC

20 宮澤　渓 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 新島LSC

21 井坂　行人 ｲｻｶ ﾕｷﾄ 新島LSC

22 伊藤　吏玖 ｲﾄｳ ﾘｸ 湘南ひらつかLSC

23 奈良部　元春 ﾅﾗﾍﾞ ﾓﾄﾊﾙ 湘南ひらつかLSC

24 鈴木　馨太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 逗子SLSC

25 木嶋　紀之 ｷｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ 逗子SLSC

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 25　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

サーフレース

1 / 1 2021/9/20



3. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 中鉢　夏希 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ 湯河原LSC

2 青木　邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原LSC

3 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

4 秋田　香苗 ｱｷﾀ ｶﾅｴ 湯河原LSC

5 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

6 小野　文穂 ｵﾉ ｱﾔﾎ 西浜SLSC

7 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜SLSC

8 猪又　美佳 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ 茅ヶ崎SLSC

9 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC

10 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 茅ヶ崎SLSC

11 今野　恵 ｺﾝﾉ ﾒｸﾞﾐ 鎌倉LG

12 加藤　圭織 ｶﾄｳ ｶｵﾘ 鎌倉LG

13 根来　菜穂美 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵﾐ 鎌倉LG

14

15

16

17

18

19

20
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22

23

24

25
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28

29

30

31

32

本選進出 13　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

サーフスキーレース

1 / 1 2021/9/20



4. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 帯谷　大樹 ｵﾋﾞﾔ ﾋﾛｷ 由比ガ浜S＆S

2 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

3 岩出　航輔 ｲﾜｲﾃﾞ ｺｳｽｹ 湯河原LSC

4 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

5 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜SLSC

6 落合　慶二 ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 東京消防庁LSC

7 井野口　真大 ｲﾉｸﾁ ﾏﾅﾄ 茅ヶ崎SLSC

8 吉澤　純也 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 横浜海の公園LSC

9 大西　明 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 鎌倉LG

10 中山　颯太 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 鎌倉LG

11 奈良部　元春 ﾅﾗﾍﾞ ﾓﾄﾊﾙ 湘南ひらつかLSC

12
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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本選進出 11　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

サーフスキーレース

1 / 1 2021/9/20



5. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 角谷　はな ｶｸﾀﾆ ﾊﾅ 由比ガ浜S＆S

2 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

3 高橋　麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 湯河原LSC

4 秋田　香苗 ｱｷﾀ ｶﾅｴ 湯河原LSC

5 小菅　陽香　 ｺｽｹﾞ ﾊﾙｶ 湯河原LSC

6 中鉢　夏希 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ 湯河原LSC

7 正木　友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 日体大荏原高校LSC

8 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

9 関口　瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ 西浜SLSC

10 小野　文穂 ｵﾉ ｱﾔﾎ 西浜SLSC

11 稲葉　怜 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ 西浜SLSC

12 小林　夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 西浜SLSC

13 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜SLSC

14 関口　美海 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾐ 西浜SLSC

15 山岡　杏未 ﾔﾏｵｶ ｱﾝﾐ 十文字高校LSC

16 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC

17 平野　沙羅 ﾋﾗﾉ ｻﾗ 茅ヶ崎SLSC

18 野村　雪羽 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾊ 茅ヶ崎SLSC

19 桑島　華子 ｸﾜｼﾞﾏ ﾊﾅｺ 横浜海の公園LSC

20 深津　乃愛 ﾌｶﾂ ﾉｱ 神津島LSC

21 根来　菜穂美 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵﾐ 鎌倉LG

22 川勝　美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 鎌倉LG

23 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

24 橋爪　環奈 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾝﾅ 湘南ひらつかLSC

25 中村　悠佳里 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 逗子SLSC

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 25　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ボードレース

1 / 1 2021/9/20



6. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 帯谷　大樹 ｵﾋﾞﾔ ﾋﾛｷ 由比ガ浜S＆S

2 岩出　航輔 ｲﾜｲﾃﾞ ｺｳｽｹ 湯河原LSC

3 山尾　良寛 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾛ 湯河原LSC

4 堂薗　佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 湯河原LSC

5 吉田　唯人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 湯河原LSC

6 白畑　秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 湯河原LSC

7 古賀　大晴 ｺｶﾞ ﾀｲｾｲ 湯河原LSC

8 村松　優哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ 湯河原LSC

9 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原LSC

10 石田　堅人 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 日体大荏原高校LSC

11 布方　達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ 西浜SLSC

12 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

13 志賀　海征 ｼｶﾞ ｶｲｾｲ 西浜SLSC

14 菅谷　珊斗 ｽｶﾞﾔ ｻﾝﾄ 西浜SLSC

15 稲田　健太郎 ｲﾅﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 西浜SLSC

16 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

17 志賀　海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ 西浜SLSC

18 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC

19 髙木　惇暉 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｷ 東京消防庁LSC

20 中谷　太一 なかたに　たいち 大磯LSC

21 本間　春翔 ほんま　はると 大磯LSC

22 塩澤　玲央 ｼｵｻﾞﾜ ﾚｵ 茅ヶ崎SLSC

23 藤村　拓真 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 茅ヶ崎SLSC

24 吉澤　純也 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 横浜海の公園LSC

25 高橋　宏幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 横浜海の公園LSC

26 竹花　悠也 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾔ 神津島LSC

27 垣内　一太 ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ 神津島LSC

28 中山　颯太 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 鎌倉LG

29 冨樫　幹大 ﾄｶﾞｼ　ﾐｷﾋﾛ 湘南ひらつかLSC

30 奈良部　元春 ﾅﾗﾍﾞ ﾓﾄﾊﾙ 湘南ひらつかLSC

31 鈴木　馨太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 逗子SLSC

32 木嶋　紀之 ｷｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ 逗子SLSC

33 保坂　一道 ﾎｻｶ ｶｽﾞﾐﾁ 逗子SLSC

本選進出 33　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ボードレース

1 / 1 2021/9/20



7. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

2 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

3 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 茅ヶ崎SLSC

4 今野　恵 ｺﾝﾉ ﾒｸﾞﾐ 鎌倉LG

5

6

7

8

9

10
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18
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20
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32

本選進出 4　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

オーシャンウーマン

1 / 1 2021/9/20



8. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

2 岩出　航輔 ｲﾜｲﾃﾞ ｺｳｽｹ 湯河原LSC

3 三木　翔平 ﾐｷ ｼｮｳﾍｲ 湯河原LSC

4 園田　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 西浜SLSC

5 荒井　洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 西浜SLSC

6 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC

7 稲田　健太郎 ｲﾅﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 西浜SLSC

8 上野　凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 西浜SLSC

9 井野口　真大 ｲﾉｸﾁ ﾏﾅﾄ 茅ヶ崎SLSC

10 宮澤　渓 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 新島LSC

11 奈良部　元春 ﾅﾗﾍﾞ ﾓﾄﾊﾙ 湘南ひらつかLSC

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 11　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

オーシャンマン

1 / 1 2021/9/20



9. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 岩永　祥映 ｲﾜﾅｶﾞ ｻｴ 湯河原LSC

2 正木　友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 日体大荏原高校LSC

3 荒居　乃音 ｱﾗｲ ﾉﾉﾝ 日体大荏原高校LSC

4 德嶺　仁美 ﾄｸﾐﾈ ﾋﾄﾐ 日体大荏原高校LSC

5 正木　萌香 ﾏｻｷ ﾓｴｶ 日体大荏原高校LSC

6 双木　梨央 ﾅﾐｷ ﾘｵ 日体大荏原高校LSC

7 松岡　鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ 日体大荏原高校LSC

8 山田　梨美 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾐ 日体大荏原高校LSC

9 井上　こなつ ｲﾉｳｴ　ｺﾅﾂ 日体大荏原高校LSC

10 稲葉　怜 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ 西浜SLSC

11 羽富　麗心 ﾊﾄﾐ ｳﾗﾗ 西浜SLSC

12 横井　暖菜 ﾖｺｲ ﾋﾅ 十文字高校LSC

13 中村　紗彩 ﾅｶﾑﾗ　ｻｱﾔ 昭和第一学園高校LSC

14 谷川　さくら ﾀﾆｶﾜ ｻｸﾗ 茅ヶ崎SLSC

15 酒井　響和子 ｻｶｲ ｷﾜｺ 横浜海の公園LSC

16 石野田　凜 ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ 神津島LSC

17 根来　菜穂美 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵﾐ 鎌倉LG

18 金坂　佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 新島LSC

19 小室　亜希 ｺﾑﾛ ｱｷ 湘南ひらつかLSC

20 城田　永 ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ 湘南ひらつかLSC

21 金子　彩紀 ｶﾈｺ ｻｷ 湘南ひらつかLSC

22 原　香織 ﾊﾗ ｶｵﾘ 逗子SLSC

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 22　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチフラッグス

1 / 1 2021/9/20



10. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 野口　勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 湯河原LSC

2 古賀　大晴 ｺｶﾞ ﾀｲｾｲ 湯河原LSC

3 木村　啓人 ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 日体大荏原高校LSC

4 岸　瑛心 ｷｼ ｴｲｼﾝ 日体大荏原高校LSC

5 坂本　真徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｸ 西浜SLSC

6 井上　祐里 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾘ 西浜SLSC

7 小田切　伸矢 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾝﾔ 西浜SLSC

8 鈴木　陽大 ｽｽﾞｷ  ﾊﾙﾄ 西浜SLSC

9 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 東京消防庁LSC

10 佐藤　翔一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 東京消防庁LSC

11 増田　沐 ﾏｽﾀﾞ　ﾓｸ 昭和第一学園高校LSC

12 今田　晃資 ｲﾏﾀﾞ　ｺｳｽｹ 昭和第一学園高校LSC

13 田中　大智 たなか　だいち 大磯LSC

14 太田　隆介 おおた　りゅうすけ 大磯LSC

15 田中　政也 たなか　まさや 大磯LSC

16 本多　翔 ほんだ　かける 大磯LSC

17 近藤　毅歩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾎ 横浜海の公園LSC

18 志摩　光平 ｼﾏ ｺｳﾍｲ 横浜海の公園LSC

19 竹花　悠也 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾔ 神津島LSC

20 大道　圭希 ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ 神津島LSC

21 安達　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 新島LSC

22 上野　元基 ｳｴﾉ ﾓﾄｷ 新島LSC

23 根本　大輝 ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ 新島LSC

24 冨樫　幹大 ﾄｶﾞｼ　ﾐｷﾋﾛ 湘南ひらつかLSC

25 花塚　修斗 ﾊﾅﾂﾞｶ  ｼｭｳﾄ 湘南ひらつかLSC

26 伊藤　大輝 ｲﾄｳ  ﾀﾞｲｷ 湘南ひらつかLSC

27 高野　晃輔 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 逗子SLSC

28 大庭　康太郎 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 逗子SLSC

29

30

31

32

本選進出 28　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチフラッグス

1 / 1 2021/9/20



11. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 岩永　祥映 ｲﾜﾅｶﾞ ｻｴ 湯河原LSC

2 荒居　乃音 ｱﾗｲ ﾉﾉﾝ 日体大荏原高校LSC

3 正木　友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 日体大荏原高校LSC

4 今西　花菜香 ｲﾏﾆｼ ﾊﾅｶ 日体大荏原高校LSC

5 宮﨑　美優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ 日体大荏原高校LSC

6 德嶺　仁美 ﾄｸﾐﾈ ﾋﾄﾐ 日体大荏原高校LSC

7 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

8 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜SLSC

9 渡辺　菜瑠真 わたなべ　なるみ 大磯LSC

10 三反田　愛紗 ｻﾝﾀﾝﾀ ｱｲｻ 茅ヶ崎SLSC

11 永井　柚衣 ﾅｶﾞｲ ﾕｲ 茅ヶ崎SLSC

12 神田　綾 ｶﾝﾀﾞ ｱﾔ 横浜海の公園LSC

13 藤井　那衣 ﾌｼﾞｲ ﾅｴ 横浜海の公園LSC

14 石野田　凜 ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ 神津島LSC

15 城田　永 ｼﾛﾀ ﾊﾙｶ 湘南ひらつかLSC

16 金子　彩紀 ｶﾈｺ ｻｷ 湘南ひらつかLSC

17 宮本　麻衣 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｲ 逗子SLSC

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 17　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチスプリント

1 / 1 2021/9/20



12. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 野口　勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 湯河原LSC

2 木村　啓人 ｷﾑﾗ ｹｲﾄ 日体大荏原高校LSC

3 鈴木　陽大 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 西浜SLSC

4 石井　雄大 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 東京消防庁LSC

5 井上　碧 ｲﾉｳｴ　ｱｵｲ 昭和第一学園高校LSC

6 田中　政也 たなか　まさや 大磯LSC

7 嶋津　俊哉 しまず　としや 大磯LSC

8 本多　翔 ほんだ　かける 大磯LSC

9 本名　新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 茅ヶ崎SLSC

10 板場　貴大 ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 横浜海の公園LSC

11 佐藤　龍 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 神津島LSC

12 大道　圭希 ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ 神津島LSC

13 齋藤　啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 鎌倉LG

14 根本　大輝 ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ 新島LSC

15 伊藤　大輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 湘南ひらつかLSC

16 高松　夏一 ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾁ 逗子SLSC

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 16　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチスプリント

1 / 1 2021/9/20



13. 女子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 市川　恵理 ｲﾁｶﾜ ｴﾘ 湯河原LSC

2 林　佳実 ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ 湯河原LSC

3 松岡　鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ 日体大荏原高校LSC

4 富田　和佳子 ﾄﾐﾀ ﾜｶｺ 西浜SLSC

5 小野　文穂 ｵﾉ ｱﾔﾎ 西浜SLSC

6 羽富　麗心 ﾊﾄﾐ ｳﾗﾗ 西浜SLSC

7 中村　紗彩 ﾅｶﾑﾗ　ｻｱﾔ 昭和第一学園高校LSC

8 西尾　栞 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 茅ヶ崎SLSC

9 藤井　那衣 ﾌｼﾞｲ ﾅｴ 横浜海の公園LSC

10 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

11 森崎　ともか ﾓﾘｻｷ ﾄﾓｶ 逗子SLSC

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本選進出 11　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

2kmビーチラン

1 / 1 2021/9/20



14. 男子

南関東 本戦選出者リスト

競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名

1 堂薗　佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 湯河原LSC

2 白畑　秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 湯河原LSC

3 田村　尚志 ﾀﾑﾗ ﾅｵｼ 湯河原LSC

4 村松　優哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ 湯河原LSC

5 上妻　佳太郎 ｱｶﾞﾂﾏ ｹｲﾀﾛｳ 湯河原LSC

6 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原LSC

7 西山　俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原LSC

8 山尾　良寛 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾛ 湯河原LSC

9 島田　圭介 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 湯河原LSC

10 森広　想 ﾓﾘﾋﾛ ｿｳ 日体大荏原高校LSC

11 藤井　秀太 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾀ 日体大荏原高校LSC

12 中川　慎太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 西浜SLSC

13 石田　宙 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 西浜SLSC

14 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

15 松田　響 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 西浜SLSC

16 秋田　崇吾 ｱｷﾀ ｿｳｺﾞ 西浜SLSC

17 佐藤　翔一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 東京消防庁LSC

18 沢島　広斗 ｻﾜｼﾏ　ﾋﾛﾄ 昭和第一学園高校LSC

19 増田　沐 ﾏｽﾀﾞ　ﾓｸ 昭和第一学園高校LSC

20 レグミ　アショク ﾚｸﾞﾐ　ｱｼｮｸ 昭和第一学園高校LSC

21 田岡　甲太郎 ﾀｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 茅ヶ崎SLSC

22 本名　新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 茅ヶ崎SLSC

23 北村　太輝 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｷ 横浜海の公園LSC

24 阿部　大輝 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 横浜海の公園LSC

25 田中　雄翔 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 横浜海の公園LSC

26 青柳　龍 ｱｵﾔｷﾞ  ﾘｭｳ 神津島LSC

27 長岡　佑季 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ 鎌倉LG

28 下村　勇喜 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 湘南ひらつかLSC

29 浅賀　英貴 ｱｻｶﾞﾋﾃﾞﾀｶ 湘南ひらつかLSC

30 谷中　勇哉 ﾔﾅｶ ﾕｳﾔ 湘南ひらつかLSC

31 堀越　樹吏 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾘ 逗子SLSC

32

本選進出 31　名

第47回全日本ライフセービング選手権大会

2kmビーチラン

1 / 1 2021/9/20



15. 女子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 日体大荏原高校LSC

3 西浜SLSC

4 茅ヶ崎SLSC

5 横浜海の公園LSC

6 神津島LSC

7 逗子SLSC

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 7　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

レスキューチューブレスキュー

1 / 1 2021/9/20



16. 男子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 日体大荏原高校LSC

3 西浜SLSC

4 辻堂LC

5 新島LSC

6 湘南ひらつかLSC

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 6　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

レスキューチューブレスキュー

1 / 1 2021/9/20



17. 女子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 西浜SLSC

3 十文字高校LSC

4 茅ヶ崎SLSC

5 神津島LSC

6 湘南ひらつかLSC

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 6　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ボードレスキュー

1 / 1 2021/9/20



18. 男子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 西浜SLSC

3 大磯LSC

4 横浜海の公園LSC

5 辻堂LC

6 湘南ひらつかLSC

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 6　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ボードレスキュー

1 / 1 2021/9/20



19. 女子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 西浜SLSC

3 茅ヶ崎SLSC

4 鎌倉LG

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 18　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

オーシャンウーマンリレー

1 / 1 2021/9/20



20. 男子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 西浜SLSC

3 茅ヶ崎SLSC

4 新島LSC

5 逗子SLSC

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 5　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

オーシャンマンリレー

1 / 1 2021/9/20



21. 女子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 日体大荏原高校LSC

3 西浜SLSC

4 茅ヶ崎SLSC

5 横浜海の公園LSC

6 神津島LSC

7 鎌倉LG

8 逗子SLSC

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 8　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチリレー

1 / 1 2021/9/20



22. 男子

南関東 本戦選出者リスト

チーム名

1 湯河原LSC

2 西浜SLSC

3 大磯LSC

4 横浜海の公園LSC

5 神津島LSC

6 鎌倉LG

7 湘南ひらつかLSC

8 逗子SLSC

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

本選進出 8　チーム

第47回全日本ライフセービング選手権大会

ビーチリレー

1 / 1 2021/9/20


