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主催：社団法人日本学生サーフィン連盟          　　　会場：千葉県南房総市南千倉海岸主催：社団法人日本学生サーフィン連盟          　　　会場：千葉県南房総市南千倉海岸主催：社団法人日本学生サーフィン連盟          　　　会場：千葉県南房総市南千倉海岸主催：社団法人日本学生サーフィン連盟          　　　会場：千葉県南房総市南千倉海岸

大学生の部大学生の部大学生の部大学生の部

団体戦団体戦団体戦団体戦 1位1位1位1位 城西国際大学城西国際大学城西国際大学城西国際大学 １１ポイント１１ポイント１１ポイント１１ポイント 団体戦順位団体戦順位団体戦順位団体戦順位

2位2位2位2位 神奈川大学神奈川大学神奈川大学神奈川大学 ８ポイント８ポイント８ポイント８ポイント 同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント

3位3位3位3位 上智大学上智大学上智大学上智大学 ８ポイント８ポイント８ポイント８ポイント 獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする

4位4位4位4位 宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学 ７ポイント７ポイント７ポイント７ポイント

5位5位5位5位 東海大学東海大学東海大学東海大学 ７ポイント７ポイント７ポイント７ポイント

6位6位6位6位 湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学 ６ポイント６ポイント６ポイント６ポイント

7位7位7位7位 日本大学日本大学日本大学日本大学 ５ポイント５ポイント５ポイント５ポイント

8位8位8位8位 専修大学専修大学専修大学専修大学 ５ポイント５ポイント５ポイント５ポイント

メンクラスメンクラスメンクラスメンクラス 1位1位1位1位 石川  拳大石川  拳大石川  拳大石川  拳大 神奈川大学神奈川大学神奈川大学神奈川大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本７枠）(全日本７枠）(全日本７枠）(全日本７枠） 2位2位2位2位 山本　竜平山本　竜平山本　竜平山本　竜平 宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学

3位3位3位3位 柄本  海柄本  海柄本  海柄本  海 上智大学上智大学上智大学上智大学

4位4位4位4位 堤　　渉真堤　　渉真堤　　渉真堤　　渉真 東海大学東海大学東海大学東海大学

5位5位5位5位 上延　凱人上延　凱人上延　凱人上延　凱人 城西国際大学城西国際大学城西国際大学城西国際大学 準決勝・3位のBEST2のHIGH準決勝・3位のBEST2のHIGH準決勝・3位のBEST2のHIGH準決勝・3位のBEST2のHIGH

6位6位6位6位 瞿曇　亮馬瞿曇　亮馬瞿曇　亮馬瞿曇　亮馬 日本大学日本大学日本大学日本大学 POINT順 POINT順 POINT順 POINT順 

7位7位7位7位 小林　航小林　航小林　航小林　航 城西国際大学城西国際大学城西国際大学城西国際大学 準々決勝・3位のBEST2のHIGH準々決勝・3位のBEST2のHIGH準々決勝・3位のBEST2のHIGH準々決勝・3位のBEST2のHIGH

8位8位8位8位 五十嵐　聖五十嵐　聖五十嵐　聖五十嵐　聖 青山学院大学青山学院大学青山学院大学青山学院大学 POINT順 POINT順 POINT順 POINT順 

9位9位9位9位 稗田  瞬稗田  瞬稗田  瞬稗田  瞬 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 準々決勝・4位のBEST2のHIGH準々決勝・4位のBEST2のHIGH準々決勝・4位のBEST2のHIGH準々決勝・4位のBEST2のHIGH

10位10位10位10位 井上　皇希井上　皇希井上　皇希井上　皇希 慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学 POINT順 POINT順 POINT順 POINT順 

11位11位11位11位 太田　理央太田　理央太田　理央太田　理央 明治大学明治大学明治大学明治大学 ROUND3・3位のBEST2のHIGH ROUND3・3位のBEST2のHIGH ROUND3・3位のBEST2のHIGH ROUND3・3位のBEST2のHIGH 

12位12位12位12位 春日　恵太春日　恵太春日　恵太春日　恵太 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 POINT順POINT順POINT順POINT順

13位13位13位13位 北原  徳也北原  徳也北原  徳也北原  徳也 大阪商業大学大阪商業大学大阪商業大学大阪商業大学

14位14位14位14位 辻　  政孝辻　  政孝辻　  政孝辻　  政孝 東海大学東海大学東海大学東海大学

15位15位15位15位 石川　広海石川　広海石川　広海石川　広海 日本大学日本大学日本大学日本大学

16位16位16位16位 石川　淳一石川　淳一石川　淳一石川　淳一 国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学

ウィメンズクラスウィメンズクラスウィメンズクラスウィメンズクラス 1位1位1位1位 菜花　つばさ菜花　つばさ菜花　つばさ菜花　つばさ 城西国際大学城西国際大学城西国際大学城西国際大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠） 2位2位2位2位 武田　花観武田　花観武田　花観武田　花観 専修大学専修大学専修大学専修大学

3位3位3位3位 佐野　里香子佐野　里香子佐野　里香子佐野　里香子 専修大学専修大学専修大学専修大学

4位4位4位4位 山口　由香山口　由香山口　由香山口　由香 東海大学東海大学東海大学東海大学

ロングボードロングボードロングボードロングボード 1位1位1位1位 上木　 達也上木　 達也上木　 達也上木　 達也 湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

メンクラスメンクラスメンクラスメンクラス 2位2位2位2位 稗田　瞬稗田　瞬稗田　瞬稗田　瞬 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学

(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠） 3位3位3位3位 柄本　海柄本　海柄本　海柄本　海 上智大学上智大学上智大学上智大学

4位4位4位4位 小林　嵩小林　嵩小林　嵩小林　嵩 湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学

5位5位5位5位 日當　貴雄日當　貴雄日當　貴雄日當　貴雄 慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学

ロングボードロングボードロングボードロングボード 1位1位1位1位 磯崎　良奈磯崎　良奈磯崎　良奈磯崎　良奈 湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学湘南工科大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

ウィメンズクラスウィメンズクラスウィメンズクラスウィメンズクラス 2位2位2位2位 浅古　瑞紀浅古　瑞紀浅古　瑞紀浅古　瑞紀 明治大学明治大学明治大学明治大学

(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠）(全日本トライアル1枠） 3位3位3位3位 斉藤　晴香斉藤　晴香斉藤　晴香斉藤　晴香 法政大学法政大学法政大学法政大学



OBの部OBの部OBの部OBの部

団体戦団体戦団体戦団体戦 1位1位1位1位 法政大学法政大学法政大学法政大学 ７ポイント７ポイント７ポイント７ポイント 団体戦順位団体戦順位団体戦順位団体戦順位

2位2位2位2位 日本大学日本大学日本大学日本大学 ５ポイント５ポイント５ポイント５ポイント 同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント同ポイントは個人の高ポイント

3位3位3位3位 明治大学明治大学明治大学明治大学 ５ポイント５ポイント５ポイント５ポイント 獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする獲得大学を上位順位とする

4位4位4位4位 国際商科大学国際商科大学国際商科大学国際商科大学 ２ポイント２ポイント２ポイント２ポイント

シニアクラスシニアクラスシニアクラスシニアクラス 1位1位1位1位 友重　達郎友重　達郎友重　達郎友重　達郎 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠） 2位2位2位2位 椎名　真己椎名　真己椎名　真己椎名　真己 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学

3位3位3位3位 世良　英生世良　英生世良　英生世良　英生 日本大学日本大学日本大学日本大学

4位4位4位4位 小林  慎小林  慎小林  慎小林  慎 明治大学明治大学明治大学明治大学

5位5位5位5位 小島　英司小島　英司小島　英司小島　英司 法政大学法政大学法政大学法政大学

マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 1位1位1位1位 村田　義篤村田　義篤村田　義篤村田　義篤 日本大学日本大学日本大学日本大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠） 2位2位2位2位 北川　一大北川　一大北川　一大北川　一大 日本大学日本大学日本大学日本大学

3位3位3位3位 五領田 稔五領田 稔五領田 稔五領田 稔 明治大学明治大学明治大学明治大学

4位4位4位4位 青山　新二青山　新二青山　新二青山　新二 駒沢大学駒沢大学駒沢大学駒沢大学

グランドマスタークラスグランドマスタークラスグランドマスタークラスグランドマスタークラス 1位1位1位1位 坪内　毅坪内　毅坪内　毅坪内　毅 法政大学法政大学法政大学法政大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠）(全日本１枠） 2位2位2位2位 池口　武池口　武池口　武池口　武 国際商科大学国際商科大学国際商科大学国際商科大学

3位3位3位3位 広原　一樹広原　一樹広原　一樹広原　一樹 法政大学法政大学法政大学法政大学

4位4位4位4位 鈴木　一久鈴木　一久鈴木　一久鈴木　一久 明治大学明治大学明治大学明治大学

5位5位5位5位 清藤　禎樹清藤　禎樹清藤　禎樹清藤　禎樹 法政大学法政大学法政大学法政大学

カフナクラスカフナクラスカフナクラスカフナクラス 1位1位1位1位 菱沼　有二菱沼　有二菱沼　有二菱沼　有二 明治大学明治大学明治大学明治大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

(全日本２枠）(全日本２枠）(全日本２枠）(全日本２枠） 2位2位2位2位 吉田  信一吉田  信一吉田  信一吉田  信一 明治大学明治大学明治大学明治大学

3位3位3位3位 長岡　新一郎長岡　新一郎長岡　新一郎長岡　新一郎 日本大学日本大学日本大学日本大学

ロングボードロングボードロングボードロングボード 1位1位1位1位 栗山　 弘栗山　 弘栗山　 弘栗山　 弘 法政大学法政大学法政大学法政大学 決勝順位決勝順位決勝順位決勝順位

マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 2位2位2位2位 五領田 稔五領田 稔五領田 稔五領田 稔 明治大学明治大学明治大学明治大学

(全日本３枠）(全日本３枠）(全日本３枠）(全日本３枠） 3位3位3位3位 吉田  信一吉田  信一吉田  信一吉田  信一 明治大学明治大学明治大学明治大学

4位4位4位4位 北川　一大北川　一大北川　一大北川　一大 日本大学日本大学日本大学日本大学


