
第42回 秋季 全日本学生サーフィン選手権大会 「　入賞RESULT　」第42回 秋季 全日本学生サーフィン選手権大会 「　入賞RESULT　」第42回 秋季 全日本学生サーフィン選手権大会 「　入賞RESULT　」第42回 秋季 全日本学生サーフィン選手権大会 「　入賞RESULT　」

開催日開催日開催日開催日 平成25年11月2～3日平成25年11月2～3日平成25年11月2～3日平成25年11月2～3日

会場会場会場会場 静岡県下田市白浜大浜海岸静岡県下田市白浜大浜海岸静岡県下田市白浜大浜海岸静岡県下田市白浜大浜海岸

団体戦 1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 21POINT 2013年度大学クラブチャンピオン2013年度大学クラブチャンピオン2013年度大学クラブチャンピオン2013年度大学クラブチャンピオン

2位 東北学院大学 8POINT

3位 関東学院大学 7POINT

4位 国士舘大学 6POINT

5位 湘南工科大学 5POINT

6位 東海大学 2POINT

MENクラス 1位 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 8POINT 2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン

2位 関東学院大学 7POINT

3位 国士舘大学 6POINT

4位 宮崎産業経営大学 5POINT

5位 宮崎産業経営大学 4POINT 準決勝・3位のBEST2のHIGH

6位 宮崎産業経営大学 3POINT POINT順

7位 宮崎産業経営大学 2POINT 準決勝・4位のBEST2のHIGH

8位 宮崎産業経営大学 1POINT POINT順

9位 湘南工科大学

10位 慶應義塾大学 準々決勝・3位のBEST2のHIGH

11位 桜美林大学 POINT順

12位 明治大学

13位 桜美林大学

14位 明治大学 準々決勝・4位のBEST2のHIGH

15位 東海大学 POINT順

16位 明治大学

FRESH MENクラス 1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 4POINT 2013年度大学FMチャンピオン2013年度大学FMチャンピオン2013年度大学FMチャンピオン2013年度大学FMチャンピオン

2位 湘南工科大学 3POINT

3位 湘南工科大学 2POINT

4位 東海大学 1POINT

WOMEN クラス 1位 日本大学日本大学日本大学日本大学 2POINT 2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン

2位 東海大学 1POINT

3位 宮崎産業経営大学

4位 東海大学

FRESH WOMENクラス 1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 1POINT 2013年度大学FWチャンピオン2013年度大学FWチャンピオン2013年度大学FWチャンピオン2013年度大学FWチャンピオン

2位 早稲田大学

3位 日本大学

4位

BB WOMEN クラス 1位 亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学亜細亜大学 2POINT 2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン2013年度大学生チャンピオン

2位 宮崎産業経営大学 1POINT

3位 桜美林大学

4位 桜美林大学

パドルリレーレース 1位 Exhibition の為、

(4人1組) 2位 POINTは付与しない

3位

4位

OBの部

団体戦 1位 日本大学日本大学日本大学日本大学 4POINT 2013年度大学OBクラブチャンピオン2013年度大学OBクラブチャンピオン2013年度大学OBクラブチャンピオン2013年度大学OBクラブチャンピオン

2位 法政大学 3POINT

3位 明治大学 2POINT

4位 和光大学 0POINT

MASTER&SENIOR 1位 日本大学日本大学日本大学日本大学 2POINT 2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン

クラス 2位 日本大学 1POINT

3位 日本大学

4位 和光大学

GRAND MASTER 1位 明治大学明治大学明治大学明治大学 2POINT 2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン

クラス 2位 法政大学 1POINT

3位 日本大学

4位 明治大学

LONG BOARD 1位 法政大学法政大学法政大学法政大学 2POINT 2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン2013年度大学OBチャンピオン

クラス 2位 日本大学 1POINT

3位 日本大学

4位 明治大学

主催者主催者主催者主催者 社団法人日本学生サーフィン連盟社団法人日本学生サーフィン連盟社団法人日本学生サーフィン連盟社団法人日本学生サーフィン連盟 協賛企業協賛企業協賛企業協賛企業 旅行代理店旅行代理店旅行代理店旅行代理店 OM TOUR デイトライン　http://omtour.jp/

協力者協力者協力者協力者 日本サーフィン連盟(NSA)日本サーフィン連盟(NSA)日本サーフィン連盟(NSA)日本サーフィン連盟(NSA) コスメ販売コスメ販売コスメ販売コスメ販売 鎌倉蒟蒻しゃぼん　http://konnyaku-shabon.com/

後援者後援者後援者後援者 下田市下田市下田市下田市 印刷デザイン印刷デザイン印刷デザイン印刷デザイン it desigh ㈱MEDIO　http://www.medio-c.co.jp/business/index.html

伊豆白浜観光協会伊豆白浜観光協会伊豆白浜観光協会伊豆白浜観光協会 ホテル、レストランにおけるスチュワード業務ホテル、レストランにおけるスチュワード業務ホテル、レストランにおけるスチュワード業務ホテル、レストランにおけるスチュワード業務

セントラルサービスシステム　http://www.css-ltd.co.jp/

大会趣旨大会趣旨大会趣旨大会趣旨 プロ、アマを含めた真の大学生チャンピオン、プロ、アマを含めた真の大学生チャンピオン、プロ、アマを含めた真の大学生チャンピオン、プロ、アマを含めた真の大学生チャンピオン、 不動産仲介業不動産仲介業不動産仲介業不動産仲介業 ㈲アキ商事不動産事業部　http://www.athome.co.jp/ahto/aki-shoji.html

大学クラブチャンピオンを決定する国内唯一の大会大学クラブチャンピオンを決定する国内唯一の大会大学クラブチャンピオンを決定する国内唯一の大会大学クラブチャンピオンを決定する国内唯一の大会 飲食業飲食業飲食業飲食業 蕎麦＆酒処　柏木・ふじ家　http://r.gnavi.co.jp/a066700/

コスメ販売コスメ販売コスメ販売コスメ販売 LOVE＆PEACE　http://www.love-peace.jpn.com/

飲料販売飲料販売飲料販売飲料販売 エナジードリンク BLACKOUT　http://b-out.net/

生花販売生花販売生花販売生花販売 ㈱フラワービル和田生花

　http://www.cityfujisawa.ne.jp/~shouten/shop/ts01/ts01.html#top

●今大会は、多くの協力者様、後援者様、協賛企業様、学連OBの皆様の御支援が無くしては開催は出来ませんでした。●今大会は、多くの協力者様、後援者様、協賛企業様、学連OBの皆様の御支援が無くしては開催は出来ませんでした。●今大会は、多くの協力者様、後援者様、協賛企業様、学連OBの皆様の御支援が無くしては開催は出来ませんでした。●今大会は、多くの協力者様、後援者様、協賛企業様、学連OBの皆様の御支援が無くしては開催は出来ませんでした。

特に、協賛企業様からは、広告料を頂いておりますので、選手及び関係者の皆様は「 購買に御協力 」下さい。特に、協賛企業様からは、広告料を頂いておりますので、選手及び関係者の皆様は「 購買に御協力 」下さい。特に、協賛企業様からは、広告料を頂いておりますので、選手及び関係者の皆様は「 購買に御協力 」下さい。特に、協賛企業様からは、広告料を頂いておりますので、選手及び関係者の皆様は「 購買に御協力 」下さい。

参加大学一覧(順不同)参加大学一覧(順不同)参加大学一覧(順不同)参加大学一覧(順不同) OB参加大学一覧(順不同)OB参加大学一覧(順不同)OB参加大学一覧(順不同)OB参加大学一覧(順不同)

慶応大学 桜美林大学 法政大学

早稲田大学 東海大学 日本大学

法政大学 宮崎産業経営大学 明治大学

国士舘大学 湘南工科大学

亜細亜大学 日本大学 合計３大学２４名(当日エントリー者除く)

関東学院大学 明治大学

東北学院大学

合計１３大学８４名

(今大会は、大学行事により出場大学が減少する)

熊谷　航熊谷　航熊谷　航熊谷　航

中川　雅崇

藤枝　正吾

河田　樹

山田　貴豊

辻　政孝

福島　広樹

河畠凜太朗

森園　雅貴

児玉　椋

酒井　裕太朗

松野　海斗

井上　皇希

山本　麻理乃

坂田　茉央

大野　カイリ大野　カイリ大野　カイリ大野　カイリ

冨澤　進冨澤　進冨澤　進冨澤　進

芦澤　海斗

藤江　翔丸

長谷川雅人

佐々木千春

染矢　敏史染矢　敏史染矢　敏史染矢　敏史

岩崎　大河

田草川　寛樹

小西　大樹

岡部　希歩岡部　希歩岡部　希歩岡部　希歩

宮野　真生

松尾　優里

永井　那旺永井　那旺永井　那旺永井　那旺

植田　彩花

大木　美月

栗山　弘栗山　弘栗山　弘栗山　弘

長岡　新一郎

関口　健二

岡本　雅仁

吉田　信一吉田　信一吉田　信一吉田　信一

栗山　弘

伏見　康博

鈴木　一久

坂本  應尚

上原　アニタ

吉田　新一

北川　一大

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

明治大学

桜美林大学

早稲田大学


