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作成日：2018/3/25 TKS CO.,LTD. 8/14

No.8 女子　100mマネキンキャリー・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】 ［A側スタート］

1

2 小野　英里奈 ｵﾉ ｴﾘﾅ 日体大 1:40.00

3 中村　紗也香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 銚子LC 大2 1:40.00 1:26.26

4 吉澤　柚衣 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾕｲ 日体大荏原 高1 1:23.00 1:12.36

5 熊木　春乃 ｸﾏｷ　ﾊﾙﾉ 日体大荏原 高1 1:30.00 1:16.57

6 伊藤　舞香 ｲﾄｳ ﾏｲｶ 日体大 1:40.00 1:27.25

7 生澤　安裕美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日体大 1:40.00 1:35.32

【2組】 ［B側スタート］

1 前田　葵 ﾏｴﾀﾞ　ｱｵｲ 日体大荏原 高2 1:22.00 1:18.17

2 小林　夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒ 西浜SLSC 大1 1:20.00

3 田中　柚香 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 銚子LC 大3 1:19.00 1:26.07

4 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎 一般 1:01.00 1:03.40

5 関口　瑠唯 ｾｷｸﾞﾁ ﾙｲ 日体大 1:10.00 1:06.44

6 佐野　七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子LC 大3 1:20.00 1:16.83

7 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC 一般 ９０度以上傾き注意 1:18.93

No.9 男子　100mマネキンキャリー・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】 ［A側スタート］

1

2 草山　悟志 ｸｻﾔﾏ ｻﾄｼ 銚子LC 大3 ９０度以上傾きの疑い 1:21.82

3 赤坂　祐太 ｱｶｻｶ ユウタ 日体大 大1 1:29.00 1:15.29

4 天野　翔太 ｱﾏﾉ ｼｮｳﾀ 日体大 大1 1:29.00 1:30.38

5 西村　惇 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 日体大 大1 ９０度以上傾きの疑い 1:20.10

6 橋本　皓平 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 日体大 大2 1:29.99 1:17.07

7 生澤　安裕美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日体大 1:40.00

【2組】 ［B側スタート］

1

2 庄司　裕哉 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 日体大 大2 1:25.00 1:26.17

3 長田　兼弥 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾔ 日体大 大3 1:16.00 1:18.00

4 竹田　陸央 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸｵ 銚子LC 大3 1:14.67 1:18.32

5 佐々木　奨 ｻｻｷ ﾀｽｸ 日体大 大1 ９０度以上傾きの疑い 1:22.82

6 三好　雄稀 ﾐﾖｼ　ﾕｳｷ 日体大荏原 高2 1:20.00

7

【3組】 ［A側スタート］

1 石井　翔悟 ｲｼｲ ｼｮｳｺﾞ 成城学園LSC 高3 ９０度以上傾きの疑い 1:12.21

2 小林　駿太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 日体大 大3 ９０度以上傾き注意 1:14.69

3 新井　大介 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 日体大 大2 1:08.00 1:10.78

4 平野　湧也 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ 銚子LC 大2 1:02.00 1:03.39

5 渡邊　昂俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 日体大 大3 1:05.00

6 川上　康志郎 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾛｳ 日体大 大1 1:09.55 1:10.72

7 橋本　優真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 日体大 大1 1:10.50 1:11.46
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No.9 男子　100mマネキンキャリー・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【4組】 ［B側スタート］

1 細川　大介 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ TKS 大4 1:02.00 1:00.85

2 新川　将吾 ﾆｯｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 西浜SLSC 大2 1:00.00 0:58.96

3 井上　虎太郎 ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 銚子LC 大3 0:59.00 0:55.78

4 徳応　涼輔 ﾄｸｵｳ ﾘｮｳｽｹ 日体大 大1 0:58.00 0:57.25

5 森野　友也 ﾓﾘﾉ ﾄﾓﾔ TKS 一般 0:59.00 0:56.79

6 堀内　敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ TKS 大4 1:00.00 0:57.78

7 芹澤　勇作 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 勝浦LSC 大2 1:01.01 1:00.55

【5組】 ［A側スタート］

1 畑中　優太 ﾊﾀﾅｶ　ﾕｳﾀ 日体大荏原 高3 0:58.00 1:03.54

2 野本　昂汰 ﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 銚子LC 大3 0:55.40

3 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 和田浦 一般 0:52.00 0:53.33

4 西山 俊 ﾆｼﾔﾏｼｭﾝ 湯河原LSC 一般 0:47.20 0:48.00

5 佐々木　渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 下田 大2 0:49.00 0:53.20

6 篠田　智哉 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓﾔ 勝浦LSC 一般 0:52.34 0:53.92

7 森野　郁也 ﾓﾘﾉ　ﾌﾐﾔ 日体大荏原 高3 0:55.80 0:55.00

Racing Paddleboards オーダー受付中

www.tks-lifesaving.com/jmpaddleboards/

（5⽉30⽇締切）


