
ボードレース⼥⼦ ボードレース男⼦

予選免除 浜地 沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 1 ⻄⼭ 俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ
1 関⼝ 瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 2 浜地 櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
2 名須川 紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 3 ⾼⽥ 理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
3 塚越 ⼼ ﾂｶｺｼ ｺｺﾛ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 4 布⽅ 達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
4 ⽚平 悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 5 布⽅ 勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
5 ⼀原 枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 湯河原ライフセービングクラブ 6 上野 凌 ｳｴﾉ ﾘｮｳ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
6 関⼝  美海 ｾｷｸﾞﾁ  ﾐﾐ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 7 ⾼⽊ 惇暉 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｷ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
7 ⼩野 ⽂穗 ｵﾉ ｱﾔﾎ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 8 冨樫 幹⼤ ﾄｶﾞｼ ﾐｷﾋﾛ 湘南ひらつかライフセービングクラブ
8 ⼭⽥ 純葉 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ 湯河原ライフセービングクラブ 9 志賀 海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
9 ⾼橋 麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 湯河原ライフセービングクラブ 10 ⽩畑 秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 湯河原ライフセービングクラブ

10 槍⽥ 愛 ｳﾂﾀﾞ ﾏﾅ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ 11 荒井 洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
11 菅⾕ 帆那 ｽｶﾞﾔ ﾊﾝﾅ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 12 志賀 海征 ｼｶﾞ ｶｲｾｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
12 川勝 美輝 ｶﾜｶﾂ ﾐｷ 鎌倉ライフガード 13 勝部 興 ｶﾂﾍﾞ ﾜﾀﾙ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
13 ⼩平 杏 ｺﾋﾗ ｱﾝ 湯河原ライフセービングクラブ 14 吉⽥ 唯⼈ ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 湯河原ライフセービングクラブ
14 追川 那瑠弥 ｵｲｶﾜ ﾅﾙﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 15 堂薗 佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 湯河原ライフセービングクラブ
15 中鉢 夏希 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ 湯河原ライフセービングクラブ 16 本間 春翔 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ ⼤磯ライフセービングクラブ
16 富⽥ 和佳⼦ ﾄﾐﾀ ﾜｶｺ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 17 成⽥ 湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
17 正⽊ 友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 18 新川 将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
18 鈴⽊ 莉⼦ ｽｽﾞｷ ﾘｺ 湯河原ライフセービングクラブ 19 菅⾕ 珊⽃ ｽｶﾞﾔ ｻﾝﾄ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
19 松岡 鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 20 島⽥ 圭佑 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ
20 平野 沙羅 ﾋﾗﾉ ｻﾗ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 21 落合 慶⼆ ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
21 上村 向⽇葵 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾏﾘ 湯河原ライフセービングクラブ 22 井野⼝ 真⼤ ｲﾉｸﾁ ﾏﾅﾄ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
22 巌真 ⾵夏 ｲﾜﾏ ﾌｳｶ 逗⼦サーフライフセービングクラブ 23 園⽥ 俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
23 藤井 真凜 ﾌｼﾞｲ ﾏﾘﾝ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 24 露⽊ 凜 ﾂﾕｷ ﾘﾝ 湯河原ライフセービングクラブ
24 秋⽥ ⾹苗 ｱｷﾀ ｶﾅｴ 湯河原ライフセービングクラブ 25 ⻄川 温⼈ ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ

26 鍛冶 謙⼀ ｶｼﾞ ｹﾝｲﾁ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
27 浦 健太 ｳﾗ ｹﾝﾀ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ

28 城⽥ 嵐 ｼﾛﾀ ｱﾗｼ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

29 帯⾕ ⼤樹 ｵﾋﾞﾔ ﾋﾛｷ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ
30 ⽔元 真 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｺﾄ 辻堂ライフセービングクラブ 



サーフスキーレース⼥⼦ サーフスキーレース男⼦

予選免除 ⼀原 枝厘花 ｲﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 湯河原ライフセービングクラブ 予選免除 ⻄⼭ 俊 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝ 湯河原ライフセービングクラブ
1 名須川 紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 1 園⽥ 俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
2 ⻘⽊ 邦 ｱｵｷ ｸﾆ 湯河原ライフセービングクラブ 2 荒井 洋佑 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
3 中鉢 夏希 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ 湯河原ライフセービングクラブ 3 帯⾕ ⼤樹 ｵﾋﾞﾔ ﾋﾛｷ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ
4 今野 恵 ｺﾝﾉ ﾒｸﾞﾐ 鎌倉ライフガード 4 落合 慶⼆ ｵﾁｱｲ ｹｲｼﾞ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
5 浜地 沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 5 ⼤⻄ 明 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 鎌倉ライフガード
6 関⼝ 瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 6 島⽥ 圭佑 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 湯河原ライフセービングクラブ
7 秋⽥ ⾹苗 ｱｷﾀ ｶﾅｴ 湯河原ライフセービングクラブ 7 中川 健 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 辻堂ライフセービングクラブ 
8 ⾼橋 麗那 ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 湯河原ライフセービングクラブ 8 林 誠海 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐ 湯河原ライフセービングクラブ
9 加藤 圭織 ｶﾄｳ ｶｵﾘ 鎌倉ライフガード 9 ⼭下 智也 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 湯河原ライフセービングクラブ

10 ⼩野 ⽂穗 ｵﾉ ｱﾔﾎ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 10 菅⾕ 珊⽃ ｽｶﾞﾔ ｻﾝﾄ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
11 猪⼜ 美佳 ｲﾉﾏﾀ ﾐｶ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
12 永井 柚⾐ ﾅｶﾞｲ ﾕｲ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ



ビーチスプリント⼥⼦ ビーチスプリント男⼦

1 渡邉 桜優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 予選免除 ⽥中 政也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ⼤磯ライフセービングクラブ
2 渡辺 菜瑠真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ ⼤磯ライフセービングクラブ 1 嶋津 俊哉 ｼﾏｽﾞ ﾄｼﾔ ⼤磯ライフセービングクラブ
3 ⾦⼦ 彩紀 ｶﾈｺ ｻｷ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 2 ⼩川 宝⽣ ｵｶﾞﾜ ﾎｳｾｲ ⼤磯ライフセービングクラブ
4 正⽊ 友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 3 野⼝ 勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 湯河原ライフセービングクラブ
5 鈴⽊ 莉⼦ ｽｽﾞｷ ﾘｺ 湯河原ライフセービングクラブ 4 坂本 真徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｸ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
6 輪島 由佳 ﾜｼﾞﾏ ﾕｶ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 5 ⼤道 圭希 ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ 神津島ライフセービングクラブ
7 松岡 鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 6 伊東 ⼤輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 湘南ひらつかライフセービングクラブ
8 追川 那瑠弥 ｵｲｶﾜ ﾅﾙﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 7 古賀 ⼤晴 ｺｶﾞ ﾀｲｾｲ 湯河原ライフセービングクラブ
9 杉野 恵美乃 ｽｷﾞﾉ ｴﾐﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 8 本多 翔 ﾎﾝﾀﾞ ｶｹﾙ ⼤磯ライフセービングクラブ

10 瀧藤 さくら ﾀｷﾄｳ ｻｸﾗ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 9 フォスター モーガン ﾌｫｽﾀｰ ﾓｰｶﾞﾝ 湘南ひらつかライフセービングクラブ
11 正⽊ 柚杏 ﾏｻｷ ﾕｱﾝ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 10 上遠野 元太 ｶﾄﾞｳﾉ ｹﾞﾝﾀ 式根島ライフセービングクラブ
12 今⻄ 花菜⾹ ｲﾏﾆｼ ﾊﾅｶ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 11 坂⼊ 拓 ｻｶｲﾘ ﾀｸﾐ 辻堂ライフセービングクラブ 
13 ⼭⽥ 梨美 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾐ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 12 志摩 光平 ｼﾏ ｺｳﾍｲ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

13 巻島 凱 ﾏｷｼﾏ ｶﾞｲ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
14 鈴⽊ 陽⼤ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ⻄浜サーフライフセービングクラブ



ビーチフラッグス⼥⼦ ビーチフラッグス⼥⼦
予選免除 正⽊ 友海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 1 志摩 光平 ｼﾏ ｺｳﾍｲ 横浜海の公園ライフセービングクラブ

1 寺⼝ 亜依 ﾃﾗｸﾞﾁ ｱｲ 横浜海の公園ライフセービングクラブ 2 近藤 毅歩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾎ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
2 蔓⽊ 美波 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾐｲﾅ 昭和第⼀学園⾼等学校ライフセービングクラブ 3 北⽥ 尚輝 ｷﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
3 ⾦⼦ 彩紀 ｶﾈｺ ｻｷ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 4 猪⽖ 賢史 ｲﾂﾞﾒ ｹﾝｼﾞ 式根島ライフセービングクラブ
4 渡邉 桜優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 5 上遠野 元太 ｶﾄﾞｳﾉ ｹﾞﾝﾀ 式根島ライフセービングクラブ
5 輪島 由佳 ﾜｼﾞﾏ ﾕｶ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 6 伊東 ⼤輝 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 湘南ひらつかライフセービングクラブ
6 宮⽥ 沙那 ﾐﾔﾀ ｾﾅ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 7 フォスター モーガン ﾌｫｽﾀｰ ﾓｰｶﾞﾝ 湘南ひらつかライフセービングクラブ
7 ⾦坂 佳瑛 ｶﾈｻｶ ﾖｼｴ 新島ライフセービングクラブ 8 安達 和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 新島ライフセービングクラブ
8 ⽯野⽥ 凛 ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ 神津島ライフセービングクラブ 9 ⽵花 悠也 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾔ 神津島ライフセービングクラブ
9 原 ⾹織 ﾊﾗ ｶｵﾘ 逗⼦サーフライフセービングクラブ 10 ⼤道 圭希 ｵｵﾐﾁ ｹｲﾏ 神津島ライフセービングクラブ

10 瀧藤 さくら ﾀｷﾄｳ ｻｸﾗ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 11 男沢 壮真 ｵﾄｺｻﾞﾜ ｿｳﾏ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ
11 横溝 結⼥ ﾖｺﾐｿﾞ ﾕﾒ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 12 北⽮ 宗志 ｷﾀﾔ ﾓﾄｼ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
12 藤野 柚希 ﾌｼﾞﾉ ﾕｽﾞｷ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 13 坂本 真徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｸ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
13 正⽊ 柚杏 ﾏｻｷ ﾕｱﾝ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 14 ⼩菅 怜能 ｺｽｶﾞ ﾚﾉ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
14 ストラウサー 愛果 ｽﾄﾗｳｻｰ ｱｲｶ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 15 ⽥中 政也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ⼤磯ライフセービングクラブ
15 松本 莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 16 本多 翔 ﾎﾝﾀﾞ ｶｹﾙ ⼤磯ライフセービングクラブ
16 三ツ井 麗 ﾐﾂｲ ﾚｲ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 17 ⼩川 宝⽣ ｵｶﾞﾜ ﾎｳｾｲ ⼤磯ライフセービングクラブ
17 ⻲⽥ 美玖 ｶﾒﾀﾞ ﾐｸ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 18 柴崎 太⼀ ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾀｲﾁ ⼤磯ライフセービングクラブ
18 ⽻富 麗⼼ ﾊﾄﾐ ｳﾗﾗ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 19 嶋津 俊哉 ｼﾏｽﾞ ﾄｼﾔ ⼤磯ライフセービングクラブ
19 渡辺 菜瑠真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ ⼤磯ライフセービングクラブ 20 野⼝ 勝成 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾅﾘ 湯河原ライフセービングクラブ
21 追川 那瑠弥 ｵｲｶﾜ ﾅﾙﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 21 古賀 ⼤晴 ｺｶﾞ ﾀｲｾｲ 湯河原ライフセービングクラブ
22 上村 向⽇葵 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾏﾘ 湯河原ライフセービングクラブ 22 菅野 涼平 ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳﾍｲ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
23 ⼭⽥ 梨美 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾐ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 23 野澤 佳⽂ ﾉｻﾞﾜ ｶﾓﾝ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
24 ⾦⼦ 美桜 ｶﾈｺ ﾐｵ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 24 堀澄 颯倖 ﾎﾘｽﾞﾐ ｿﾗ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
25 ⼋⾕ 倖愛 ﾔﾀｶﾞｲ ｺｺｱ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 25 巻島 凱 ﾏｷｼﾏ ｶﾞｲ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
26 武内 瑠那 ﾀｹｳﾁ ﾙﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 26 ⼩平 柊介 ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭｳｽｹ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
27 杉野 恵美乃 ｽｷﾞﾉ ｴﾐﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 27 岸 瑛⼼ ｷｼ ｴｲｼﾝ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
28 井上 こなつ ｲﾉｳｴ ｺﾅﾂ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ



2kmビーチラン ⼥⼦ 2kmビーチラン 男⼦

予選免除 富⽥ 和佳⼦ ﾄﾐﾀ ﾜｶｺ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 1 中川 慎太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
1 瀧藤 さくら ﾀｷﾄｳ ｻｸﾗ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 2 髙橋 佑介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
2 松岡 鈴奈 ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 3 ⽩畑 秀磨 ｼﾗﾊﾀ ｼｭｳﾏ 湯河原ライフセービングクラブ
3 正⽊ 柚杏 ﾏｻｷ ﾕｱﾝ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 4 ⼤橋 弘基 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｷ 神津島ライフセービングクラブ
4 ⼩野 ⽂穗 ｵﾉ ｱﾔﾎ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 5 垣内 ⼀太 ｶｷｳﾁ ｲｯﾀ 神津島ライフセービングクラブ
5 林 佳実 ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ 湯河原ライフセービングクラブ 6 伊藤 仁之助 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
6 中川 はな ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 7 沢島 広⽃ ｻﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 昭和第⼀学園⾼等学校ライフセービングクラブ
7 久保⽥ 純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかライフセービングクラブ 8 ⽔野 隼 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾔﾄ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ
8 ⽚平 悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ ⻄浜サーフライフセービングクラブ 9 ⻘栁 ⿓ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳ 神津島ライフセービングクラブ
9 ストラウサー 愛果 ｽﾄﾗｳｻｰ ｱｲｶ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 10 堂薗 佑太 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 湯河原ライフセービングクラブ

10 島⽥ そら ｼﾏﾀﾞ ｿﾗ 逗⼦サーフライフセービングクラブ 11 朝⽇ ⼀親 ｱｻﾋ ｶｽﾞﾁｶ 逗⼦サーフライフセービングクラブ
11 井上 こなつ ｲﾉｳｴ ｺﾅﾂ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 12 ⼭形 陽真 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ 湯河原ライフセービングクラブ

13 豊⽥ 耕平 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾍｲ 逗⼦サーフライフセービングクラブ
14 清⽔ 颯⽃ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 神津島ライフセービングクラブ

15 本名 新 ﾎﾝﾅ ｱﾗﾀ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

16 北村 太輝 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｷ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
17 末松 歩 ｽｴﾏﾂ ｱﾕﾑ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ
18 古沢 野備 ﾌﾙｻﾜ ﾉﾋﾞ 鎌倉ライフガード
19 森広 想 ﾓﾘﾋﾛ ｿｳ ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
20 ⽯⽥ 宙 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
21 松尾 悠汰 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 辻堂ライフセービングクラブ 
22 橋本 源太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 由⽐ガ浜サーフライフセービングクラブ
23 阿部 ⼤輝 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
24 作⽥ 琉可 ｻｸﾀ ﾙｶ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ
25 ⻑岡 佑季 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ 鎌倉ライフガード
26 ⽥中 雄翔 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 横浜海の公園ライフセービングクラブ
27 川﨑 真知 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ
28 浦⽥ 亜蓮 ｳﾗﾀ ｱﾚﾝ 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
29 太⽥ 凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
30 杉浦 貴紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾉﾘ ⻄浜サーフライフセービングクラブ
31 村⼭ 怜郎 ﾑﾗﾔﾏ ﾚｵ 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ



レスキューチューブレスキュー⼥⼦ レスキューチューブレスキュー男⼦

予選免除 ⻄浜サーフライフセービングクラブ 予選免除 ⻄浜サーフライフセービングクラブ
1 湯河原ライフセービングクラブ 1 湯河原ライフセービングクラブ
2 逗⼦サーフライフセービングクラブ 2 辻堂ライフセービングクラブ 
3 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 3 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
4 鎌倉ライフガード 4 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ

ボードレスキュー⼥⼦ ボードレスキュー男⼦

予選免除 ⻄浜サーフライフセービングクラブ 予選免除 ⻄浜サーフライフセービングクラブ
1 湯河原ライフセービングクラブ 1 湯河原ライフセービングクラブ
2 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 2 横浜海の公園ライフセービングクラブ
3 鎌倉ライフガード 3 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ
4 逗⼦サーフライフセービングクラブ 4 辻堂ライフセービングクラブ 

ビーチリレー⼥⼦ ビーチリレー男⼦

予選免除 湯河原ライフセービングクラブ 予選免除 ⼤磯ライイフセービングクラブ
1 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ 1 ⻄浜サーフライフセービングクラブ
2 湘南ひらつかライフセービングクラブ 2 湯河原ライフセービングクラブ
3 成城学園⾼等学校ライフセービングクラブ 3 湘南ひらつかライフセービングクラブ
4 ⻄浜サーフライフセービングクラブ 4 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校ライフセービングクラブ
5 逗⼦サーフライフセービングクラブ 5 横浜海の公園ライフセービングクラブ

6 逗⼦サーフライフセービングクラブ




