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開催概要

名 称

日 程

場 所

主 催

後 援

助 成

協 力

第14回全日本ジュニア・ライフセービング競技会

2017年8月26日（土）～27日（日）

岩井海岸 （千葉県南房総市）

特定非営利活動法人日本ライフセービング協会

千葉県、千葉県教育委員会、南房総市、南房総市教育委員会、

公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー

スポーツ振興くじ助成事業（toto）

南房総市観光協会岩井支部、岩井民宿組合、有限会社吉田三郎商店、

岩井ライフセービングクラブ
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開催地

ゆるやかに弧を描く岩井海岸。遠浅で波穏やかなビーチは、小さな子どもから大人まで家族で安心して楽しめる。弓な

りの海岸線と緑の山並みが訪れる人の心を和ませ、また、海の向こうに沈む夕日もロマンチック。海水浴期間中は、早

朝無料地引網や花火大会などイベントも行われる。

■アクセス

■電車 東京～内房線特急”ビューさざなみ”号、”さざなみ”号～JR岩井駅下車（徒歩15分位）

■車 東京～京葉道路・東関東自動車道～館山自動車道～鋸南富山IC～岩井
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大会関係者

大会会長

大会副会長

大会役員 石川　仁憲　  （日本ライフセービング協会　理事）

内田　直人　  （日本ライフセービング協会　理事）

風間　隆宏　  （日本ライフセービング協会　理事）

高野　絵美　　（日本ライフセービング協会　理事）

中川　容子　　（日本ライフセービング協会　理事）

藤田　和人　　（日本ライフセービング協会　理事）

丸田　重夫　　（日本ライフセービング協会　理事）

宮部　周作　　（日本ライフセービング協会　理事）

川地　政夫　　（日本ライフセービング協会　理事）

ライフセービングスポーツ推進本部

実行委員長

実行委員

西山　一貴　／　岡本　大　　（岩井ライフセービングクラブ）

規律委員 宮部　周作    （スポーツ本部長） 中川　容子    （大会役員）

佐藤　文机子  （実行委員長） 中島　典子　　（審判長・競技運営審判委員長)

川地　政夫    （事務局）

安全対策役員 佐藤　文机子  （実行委員長） 川地　政夫    （大会役員/事務局）

岡本　大　　（岩井ライフセービングクラブ）

チーフレフリー/上訴委員

コンペティター・リエゾン・オフィサー 藤田　善照 坂本　千佳子

ヘッドスコアラー 相馬　義彦 浅生　憂也 根津　京介

ビーチエリア/サーフエリア

セクショナルレフリー 水川　雅司 梶本　道彦 26

マーシャル 泉田　昌美(ビーチ) 中尾　正(サーフ) 足立　優波 高梨　洋子 27

スターター 中川　容子 上野　義洋

コースジャッジ 坂本　靖 粟生　賢一 板垣　俊輔 伊藤　結希 大熊　順一

(コース審判、着順審判ビデオ含む) 甲斐　悠暉 勝又　日葉 木津谷　富洋 後藤　慎太郎 後藤　俊治

滝田　陽至 津嶋　貴子 天川　仁 中野　将 西嶋　大

菅原　英樹 26

レコーダー 木津谷　みえ 山本　麻美

IRB審判員 中島　重之 松永　祐 五十嵐　章雄

器材・会場係 岩井LSC 株式会社オフサイド

安全課

岩本　耕平 川嶋　駿介 杉崎　友梨 佐藤　亮佑 樋下　一樹

新井　大介 辻本　佳起 前田　将生 有賀　勇人　26 岡本　大

医務

オフィシャルカメラ

広報

式典・進行係・運営協力

事務局 川地　政夫 中山　昭 佐藤　洋二郎 本多　通真（オフサイド）

※配置について、変更することもあります。

●総務関連

岩井LSC

朽方　規喜

三宅　菜央

高野　絵美

学生室

※◎は、各セクションチーフ

※26→8/26のみ参加　　27→8/27のみ参加　　ス→スタッフ

※大会当日の天候や進行によって変更することもありますので、ご了承ください。

中島　典子

●実行委員会

●大会役員

入谷　拓哉 　 （日本ライフセービング協会　理事長）

中島　重之　　（競技運営審判委員)

●競技役員

松本　貴行　　（日本ライフセービング協会　副理事長）

尾田　依津子　（日本ライフセービング協会　副理事長）

宮部　周作　　（ライフセービングスポーツ本部長）

佐藤　文机子　（ライフセービングスポーツ副本部長）

中島　典子　　（審判長)

中島　典子　　（審判長・競技運営審判委員長)
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タイムテーブル

1日目

時間 内　容 時間 内　容

7:00 安全役員会議/実行委員会

9:00 出場確認・代表者会議

9:30 ライフセービングスポーツクリニック (～10:30)

10:00 審判員・スタッフ会議

11:00

11:30 ニッパーボードレース（3.4年男子）予選   

12:00 ビーチフラッグス（5.6年女子）予選

12:20 ビーチフラッグス（5.6年男子）予選

12:55 ニッパーボードレース（5.6年女子）予選  

13:15 ニッパーボードレース（5.6年男子）予選  

13:50 ウェーディングレース（1.2年女子）決勝

14:00 ウェーディングレース（1.2年男子）決勝

14:25 ランスイムラン（3.4年女子）決勝

14:40 ランスイムラン（3.4年男子）決勝

15:10 ビーチフラッグス（1.2年男子）予選

15:25 ビーチフラッグス（3.4年女子）予選

15:40 ビーチフラッグス（3.4年男子）予選

16:25 ニッパーボードレース（3.4年女子）決勝

16:40 ニッパーボードレース（3.4年男子）決勝  

17:10

18:00

2日目

時間 内　容 時間 内　容

7:00 安全役員会議/実行委員会

8:00 審判員・スタッフ会議

9:30 ランスイムラン（5.6年女子）決勝

9:45 ランスイムラン（5.6年男子）決勝  

10:10 ビーチフラッグス(1.2年女子/男子) 決勝

 11:00 ビーチフラッグス (3.4年女子/男子)決勝

12:00

12:30 タップリンリレー（小4以下男女混合）決勝  

12:50 タップリンリレー（小6以下女子）決勝

13:10 タップリンリレー（小6以下男子）決勝

 13:45 ビーチフラッグス(5.6年女子/男子)決勝

14:40 ニッパーボードレース(5.6年女子)決勝 　  

14:55 ニッパーボードレース(5.6年男子)決勝

15:25 ニッパーボードリレー（小3,4,5,6男女混合可）

16:15

16:45 終了予定

表彰式（ランスイムラン3.4年/ニッパーボードレース3.4年/ウェーディングレース1.2年）

競技終了

サーフエリア ビーチエリア

表彰式（ランスイムラン5.6年　ビーチフラッグス1.2年）

表彰式（タップリンリレー3.4年/5.6年　ビーチフラッグス3.4年/5.6年　ニッパーボードレース5.6年　ニッパーボードリレー）・閉会式

開会式

サーフエリア ビーチエリア
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参加実績-1

□ チーム数 ：１２チーム □ 選手人数 ：１４９名

□ 審判員 ：２８名 □ スタッフ ：１８名

■大会参加人数及び観覧者数

■種目別競技者数

チーム 番号 チーム略称 男子 女子 参加数合計

1 勝浦LSC 5 8 13

2 鎌倉LG 10 13 23

3 KITAJIMAQUATICS 3 2 5

4 下田LSC 3 7 10

5 湘南ひらつかLSC 3 3 6

6 世田谷SA 6 1 7

7 館山SLSC 12 9 21

8 TKS 8 3 11

9 西浜SLSC 25 6 31

10 TEAM BUDDY 8 6 14

11 山形LSC 0 1 1

12 湯河原･稲毛LSC 4 3 7

計 87 62 149

過去の状況 2016年度 155名

2015年度 145名

2014年度 135名

2013年度

2012年度 197名

2011年度 191名

中止

28チーム

22チーム

14チーム

13チーム

15チーム◆種目へのエントリー状況

個人種目 ﾗﾝｽｲﾑﾗﾝ ｳｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾚｰｽ ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾚｰｽ ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ

女子 11 11

男子 18 18

女子 9 14 19

男子 23 33 35

女子 16 31 25

男子 21 28 25

チーム種目 タップリンリレー ニッパーボードリレー

女子 8

男子 8

ｻｰﾌｽｲﾑ ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ

7 36 46

小学1,2年生

ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ

小6以下

9

小学3,4年生

小4以下 混合

小3.4.5.6年 混合 11

小学5,6年生
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参加実績-2



8

会場図



9

競技結果-1（個人）

ウェーディングレース 小学1･2年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 杉山　冬華 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｳｶ TKS

2 矢上　結月 ﾔｶﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 館山SLSC

3 菊地　夏妃 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 鎌倉LG

4 中山　桃子 ﾅｶﾔﾏ ﾄｳｺ 鎌倉LG

5 鶴野　いろ ﾂﾙﾉ ｲﾛ TEAM BUDDY

6 板垣　来奈美 ｲﾀｶﾞｷ ｺﾅﾐ TKS

7 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ TKS

8 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｱｲﾅ 湯河原･稲毛LSC

ウェーディングレース 小学1･2年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 豊田　琉皇 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾉ 湯河原･稲毛LSC

2 山口　航誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ TKS

3 住吉　蒼玄 ｽﾐﾖｼ ｿｳｹﾞﾝ 館山SLSC

4 倉橋　湊 ｸﾗﾊｼ ﾐﾅﾄ 館山SLSC

5 安達　大雄 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲﾕｳ 勝浦LSC

6 雲野　樹 ｳﾝﾉ ﾀﾂｷ 西浜SLSC

7 多賀　海陽 ﾀｶﾞ ﾐﾊﾙ 西浜SLSC

8 中西　亮太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ TEAM BUDDY

ランスイムラン 小学3･4年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 堀内　海愛 ﾎﾘｳﾁ ﾐｱ 下田LSC

2 飯田　凜音 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾝ 下田LSC

3 小川　歩海 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 館山SLSC

4 倉橋　和奏 ｸﾗﾊｼ ﾜｶﾅ 館山SLSC

5 デイビース　美彩 ﾃﾞｲﾋﾞｰｽ ﾐｱ 鎌倉LG

6 田村　しずく ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｸ 鎌倉LG

7 吉田　空 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 鎌倉LG

8 岩本　萌渚 ｲﾜﾓﾄ ﾓﾅ 西浜SLSC

ランスイムラン 小学3･4年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

2 三宅　悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 西浜SLSC

3 佐藤　朝陽 ｻﾄｳ ｱｻﾋ 湯河原･稲毛LSC

4 小松　壮 ｺﾏﾂ ｿｳ 世田谷SA

5 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原･稲毛LSC

6 高田　理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ 西浜SLSC

7 鈴木　連太朗 ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾀﾛｳ TKS

8 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 西浜SLSC

ランスイムラン 小学5･6年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

2 関口　美海 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾐ KITAJIMAQUATICS

3 小川　七海 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 館山SLSC

4 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

5 久木　朱璃 ﾋｻｷ ｱｶﾘ 山形LSC

6 小林　文海 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ 湯河原･稲毛LSC

7 富田　月子 ﾄﾐﾀ ﾂｷｺ KITAJIMAQUATICS

8 進士　佳乃 ｼﾝｼﾞ ｶﾉ 下田LSC

ランスイムラン 小学5･6年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 志賀　海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ 西浜SLSC

2 田代　立 ﾀｼﾛ ﾘﾂ KITAJIMAQUATICS

3 小松　玄 ｺﾏﾂ ｹﾞﾝ 世田谷SA

4 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

5 佐保田　心脩 ｻﾎﾀﾞ ｼｭｳ TKS

6 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ KITAJIMAQUATICS

7 成田　湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ 西浜SLSC

8 布方　勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ 西浜SLSC
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競技結果-2（個人）

ニッパーボードレース 小学3･4年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 飯田　凜音 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾝ 下田LSC

2 小川　歩海 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 館山SLSC

3 デイビース　美彩 ﾃﾞｲﾋﾞｰｽ ﾐｱ 鎌倉LG

4 吉田　空 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 鎌倉LG

5 武居　令 ﾀｹｽｴ ﾚｲ 勝浦LSC

6 深見　愛音 ﾌｶﾐ ｱﾉﾝ 鎌倉LG

7 末吉　由芽 ｽｴﾖｼ ﾕﾒ 勝浦LSC

8 倉橋　和奏 ｸﾗﾊｼ ﾜｶﾅ 館山SLSC

ニッパーボードレース 小学3･4年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

2 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 西浜SLSC

3 遠藤　海之流 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ TEAM BUDDY

4 高田　理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ 西浜SLSC

5 前田　陸斗 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸﾄ 館山SLSC

6 三宅　悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 西浜SLSC

7 金高　右京 ｶﾈﾀｶ ｳｷｮｳ 館山SLSC

8 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原･稲毛LSC

ニッパーボードレース 小学5･6年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

2 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

3 小川　七海 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 館山SLSC

4 高梨　帆南 ﾀｶﾅｼ ﾎﾅﾐ 勝浦LSC

5 小林　文海 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ 湯河原･稲毛LSC

6 関口　美海 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾐ KITAJIMAQUATICS

7 関　裕里 ｾｷ ﾕｳﾘ 勝浦LSC

8 ランブル　アリエル ﾗﾝﾌﾞﾙ ｱﾘｴﾙ 鎌倉LG

ニッパーボードレース 小学5･6年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 布方　勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ 西浜SLSC

2 菅原　明澄 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 西浜SLSC

3 志賀　海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ 西浜SLSC

4 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

5 布方　達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ 西浜SLSC

6 伊藤　仁之助 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ 西浜SLSC

7 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ KITAJIMAQUATICS

8 成田　湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ 西浜SLSC

ビーチフラッグス 小学1･2年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｱｲﾅ 湯河原･稲毛LSC

2 杉山　冬華 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｳｶ TKS

3 鶴野　いろ ﾂﾙﾉ ｲﾛ TEAM BUDDY

4 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ TKS

5 板垣　来奈美 ｲﾀｶﾞｷ ｺﾅﾐ TKS

6 矢上　結月 ﾔｶﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 館山SLSC

7 菊地　夏妃 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 鎌倉LG

8 増田　樹心 ﾏｽﾀﾞ ｺﾉﾐ 館山SLSC

ビーチフラッグス 小学1･2年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 豊田　琉皇 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾉ 湯河原･稲毛LSC

2 倉橋　湊 ｸﾗﾊｼ ﾐﾅﾄ 館山SLSC

3 山口　航誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ TKS

4 金高　玄弥 ｶﾈﾀｶ ｹﾞﾝﾔ 館山SLSC

5 中西　亮太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ TEAM BUDDY

6 雲野　樹 ｳﾝﾉ ﾀﾂｷ 西浜SLSC

7 住吉　蒼玄 ｽﾐﾖｼ ｿｳｹﾞﾝ 館山SLSC

8 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾁ 西浜SLSC

ビーチフラッグス 小学3･4年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 倉橋　和奏 ｸﾗﾊｼ ﾜｶﾅ 館山SLSC

2 鶴野　おと ﾂﾙﾉ ｵﾄ TEAM BUDDY

3 武居　令 ﾀｹｽｴ ﾚｲ 勝浦LSC

4 飯田　凜音 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾝ 下田LSC

5 吉田　空 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 鎌倉LG

6 デイビース　美彩 ﾃﾞｲﾋﾞｰｽ ﾐｱ 鎌倉LG

7 堀内　海愛 ﾎﾘｳﾁ ﾐｱ 下田LSC

8 小川　歩海 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 館山SLSC

ビーチフラッグス 小学3･4年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

2 安達　太聖 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 勝浦LSC

3 森田　健ノ介 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾉｽｹ 鎌倉LG

4 小川　正哉 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 世田谷SA

5 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原･稲毛LSC

6 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 西浜SLSC

7 高田　理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ 西浜SLSC

8 山下　凱吏 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾘ 下田LSC

ビーチフラッグス 小学5･6年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 高野　紗世 ﾀｶﾉ ｻﾖ 西浜SLSC

2 高梨　帆南 ﾀｶﾅｼ ﾎﾅﾐ 勝浦LSC

3 村田　心路 ﾑﾗﾀ ｺｺﾛ TEAM BUDDY

4 宮田　沙那 ﾐﾔﾀ ｻﾅ 湘南ひらつかLSC

5 関　裕里 ｾｷ ﾕｳﾘ 勝浦LSC

6 中江　悠空 ﾅｶｴ ﾕﾗ 鎌倉LG

7 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

8 伊藤　美咲姫 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 世田谷SA

ビーチフラッグス 小学5･6年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 菅原　明澄 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 西浜SLSC

2 布方　勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ 西浜SLSC

3 伊藤　仁之助 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ 西浜SLSC

4 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

5 佐保田　心脩 ｻﾎﾀﾞ ｼｭｳ TKS

6 布方　達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ 西浜SLSC

7 成田　湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ 西浜SLSC

8 中村　蓮斗 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾄ 鎌倉LG
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競技結果-3（個人）

ニッパーボードレース 小学3･4年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 飯田　凜音 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾝ 下田LSC

2 小川　歩海 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 館山SLSC

3 デイビース　美彩 ﾃﾞｲﾋﾞｰｽ ﾐｱ 鎌倉LG

4 吉田　空 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 鎌倉LG

5 武居　令 ﾀｹｽｴ ﾚｲ 勝浦LSC

6 深見　愛音 ﾌｶﾐ ｱﾉﾝ 鎌倉LG

7 末吉　由芽 ｽｴﾖｼ ﾕﾒ 勝浦LSC

8 倉橋　和奏 ｸﾗﾊｼ ﾜｶﾅ 館山SLSC

ニッパーボードレース 小学3･4年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

2 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 西浜SLSC

3 遠藤　海之流 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ TEAM BUDDY

4 高田　理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ 西浜SLSC

5 前田　陸斗 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸﾄ 館山SLSC

6 三宅　悠一朗 ﾐﾔｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 西浜SLSC

7 金高　右京 ｶﾈﾀｶ ｳｷｮｳ 館山SLSC

8 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原･稲毛LSC

ニッパーボードレース 小学5･6年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　沙羅 ﾊﾏｼﾞ ｻﾗ 西浜SLSC

2 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

3 小川　七海 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 館山SLSC

4 高梨　帆南 ﾀｶﾅｼ ﾎﾅﾐ 勝浦LSC

5 小林　文海 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ 湯河原･稲毛LSC

6 関口　美海 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾐ KITAJIMAQUATICS

7 関　裕里 ｾｷ ﾕｳﾘ 勝浦LSC

8 ランブル　アリエル ﾗﾝﾌﾞﾙ ｱﾘｴﾙ 鎌倉LG

ニッパーボードレース 小学5･6年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 布方　勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ 西浜SLSC

2 菅原　明澄 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 西浜SLSC

3 志賀　海空 ｼｶﾞ ﾐｿﾗ 西浜SLSC

4 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

5 布方　達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ 西浜SLSC

6 伊藤　仁之助 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ 西浜SLSC

7 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ KITAJIMAQUATICS

8 成田　湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ 西浜SLSC

ビーチフラッグス 小学1･2年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｱｲﾅ 湯河原･稲毛LSC

2 杉山　冬華 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｳｶ TKS

3 鶴野　いろ ﾂﾙﾉ ｲﾛ TEAM BUDDY

4 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ TKS

5 板垣　来奈美 ｲﾀｶﾞｷ ｺﾅﾐ TKS

6 矢上　結月 ﾔｶﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 館山SLSC

7 菊地　夏妃 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 鎌倉LG

8 増田　樹心 ﾏｽﾀﾞ ｺﾉﾐ 館山SLSC

ビーチフラッグス 小学1･2年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 豊田　琉皇 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾉ 湯河原･稲毛LSC

2 倉橋　湊 ｸﾗﾊｼ ﾐﾅﾄ 館山SLSC

3 山口　航誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ TKS

4 金高　玄弥 ｶﾈﾀｶ ｹﾞﾝﾔ 館山SLSC

5 中西　亮太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ TEAM BUDDY

6 雲野　樹 ｳﾝﾉ ﾀﾂｷ 西浜SLSC

7 住吉　蒼玄 ｽﾐﾖｼ ｿｳｹﾞﾝ 館山SLSC

8 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾁ 西浜SLSC

ビーチフラッグス 小学3･4年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 倉橋　和奏 ｸﾗﾊｼ ﾜｶﾅ 館山SLSC

2 鶴野　おと ﾂﾙﾉ ｵﾄ TEAM BUDDY

3 武居　令 ﾀｹｽｴ ﾚｲ 勝浦LSC

4 飯田　凜音 ｲｲﾀﾞ ﾘｵﾝ 下田LSC

5 吉田　空 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 鎌倉LG

6 デイビース　美彩 ﾃﾞｲﾋﾞｰｽ ﾐｱ 鎌倉LG

7 堀内　海愛 ﾎﾘｳﾁ ﾐｱ 下田LSC

8 小川　歩海 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 館山SLSC

ビーチフラッグス 小学3･4年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 浜地　櫂依 ﾊﾏｼﾞ ｶｲ 西浜SLSC

2 安達　太聖 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 勝浦LSC

3 森田　健ノ介 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾉｽｹ 鎌倉LG

4 小川　正哉 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 世田谷SA

5 岩本　禅太郎 ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 湯河原･稲毛LSC

6 小鮒　聖斗 ｺﾌﾞﾅ ﾗｲﾄ 西浜SLSC

7 高田　理世 ﾀｶﾀﾞ ﾘｾｲ 西浜SLSC

8 山下　凱吏 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾘ 下田LSC

ビーチフラッグス 小学5･6年生　女子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 高野　紗世 ﾀｶﾉ ｻﾖ 西浜SLSC

2 高梨　帆南 ﾀｶﾅｼ ﾎﾅﾐ 勝浦LSC

3 村田　心路 ﾑﾗﾀ ｺｺﾛ TEAM BUDDY

4 宮田　沙那 ﾐﾔﾀ ｻﾅ 湘南ひらつかLSC

5 関　裕里 ｾｷ ﾕｳﾘ 勝浦LSC

6 中江　悠空 ﾅｶｴ ﾕﾗ 鎌倉LG

7 久保田　純令 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐﾚ 湘南ひらつかLSC

8 伊藤　美咲姫 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 世田谷SA

ビーチフラッグス 小学5･6年生　男子

順位 競技者名 チーム名 備考

1 菅原　明澄 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 西浜SLSC

2 布方　勇海 ﾇﾉｶﾀ ｲｻﾐ 西浜SLSC

3 伊藤　仁之助 ｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ 西浜SLSC

4 太田　凱 ｵｵﾀ ｶﾞｲ 西浜SLSC

5 佐保田　心脩 ｻﾎﾀﾞ ｼｭｳ TKS

6 布方　達海 ﾇﾉｶﾀ ﾀﾂﾐ 西浜SLSC

7 成田　湊 ﾅﾘﾀ ﾐﾅﾄ 西浜SLSC

8 中村　蓮斗 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾄ 鎌倉LG
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競技結果-4（チーム）

タップリンリレー 小学4年生以下　男女

順位 チーム名 備考

1 西浜SLSC

三宅　悠一朗 浜地　櫂依 小鮒　聖斗

2 湯河原･稲毛LSC

佐藤　朝陽 豊田　琉皇 岩本　禅太郎

3 下田LSC

飯田　凜音 添田　遼太郎 山下　凱吏

4 館山SLSC

前田　陸斗 小川　歩海 金高　右京

5 TKS

鈴木　連太朗 横山　瑛大 山口　航誠

6 世田谷SA

小松　壮 玉水　翔太 大浦　晴人

7 勝浦LSC

安達　太聖 武居　令 末吉　由芽

8 鎌倉LG

田村　しずく デイビース　美彩 ランブル　オーシャン

タップリンリレー 小学6年生以下　女子

順位 チーム名 備考

1 西浜SLSC

浜地　沙羅 池田　早陽 高野　紗世

2 館山SLSC

小川　七海 前田　芽依 増田　妃莉

3 湘南ひらつかLSC

久保田　純令 宮田　沙那 山口　小春

4 下田LSC

進士　佳乃 江渡　梨紗 石塚　比奈子

5 鎌倉LG

橋本　春 名取　暦詩心 中江　悠空

6 湯河原･稲毛LSC

小林　文海 朽方　杏香 佐藤　愛菜

7 勝浦LSC

関　裕里 高梨　帆南 末吉　暖歌

8 TEAM BUDDY

古井丸　美涼 村田　心路 鶴野　うた

タップリンリレー 小学6年生以下　男子

順位 チーム名 備考

1 西浜SLSC

志賀　海空 菅原　明澄 伊藤　仁之助

2 湯河原･稲毛LSC

佐藤　朝陽 豊田　海皇 豊田　琉皇

3 TEAM BUDDY

高山　尚 遠藤　海之流 石渡　聖

4 勝浦LSC

ギレット　ラルフ 渡辺　祥 安達　太聖

5 鎌倉LG

デイビース　一翔 中村　蓮斗 渡辺　大地

6 館山SLSC

鈴木　大晟 鈴木　陽琉 北松　蓮

失格 世田谷SA

小松　玄 小松　壮 小川　正哉

ニッパーボードリレー 小学3･4･5･6年生　男女

順位 チーム名 備考

1 西浜SLSC

布方　勇海 成田　湊 太田　凱

2 KITAJIMAQUATICS

宮本　大輝 関口　美海 田代　立

3 館山SLSC

小川　七海 前田　芽依 鈴木　陽琉

4 湘南ひらつかLSC

浅賀　英貴 山口　小春 久保田　純令

5 湯河原･稲毛LSC

小林　文海 朽方　杏香 豊田　海皇

6 勝浦LSC

高梨　帆南 関　裕里 渡辺　祥

7 下田LSC

江渡　梨紗 飯田　凜音 進士　佳乃

8 鎌倉LG

名取　暦詩心 ランブル　アリエル 中村　蓮斗
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競技結果-6（総合）

順位 チーム名 得点

1 西浜SLSC 199

2 館山SLSC 103

3 湯河原･稲毛LSC 68

4 鎌倉LG 64

5 TKS 56

6 勝浦LSC 53

7 下田LSC 45

8 TEAM BUDDY 41

第１４回全日本ジュニアライフセービング競技会

チーム総合

★総合成績★
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競技写真 個人種目

ウェーディングレース

ランスイムラン

ビーチフラッグス

ニッパ―ボードレース
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競技写真 リレー種目

タップリンリレー

ニッパ―ボードリレー
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開会式写真

主催者挨拶
日本ライフセービング協会理事長 入谷 拓哉

選手宣誓
TKS 板垣来奈美 選手

ご来賓挨拶
南房総市 副市長 嶋田 守 様

審判宣誓
勝又 日葉 審判員
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表彰式・閉会式写真

閉会挨拶 日本ライフセービング協会
理事長 入谷 拓哉
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クリニック写真
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会場装飾物写真・他スナップ写真


