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スタートリスト
競技№：   7 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

10歳以下

     

     愛媛県記録 2:05.08

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:27.75

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/11/07 8:56:56 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3    32 南海ＤＣ            愛  媛  3:40.00

ﾅﾝｶｲDC              学童
10歳以下

  139 白方　彩恵      ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ        小4

  136 中野　　優      ﾅｶﾉ ﾕｳ          小4

  138 高内　七海      ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ        小4

  137 宮内結衣子      ﾐﾔｳﾁ ﾕｲｺ        小4

 4    42 瀬戸内温泉          愛  媛  3:02.00

ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ            学童
10歳以下

  212 阿部　夏姫      ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ         小3

  211 小池　佳澄      ｺｲｹ ｶｽﾐ         小4

  210 杉本　和巴      ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾊ      小5

  213 森田　真矢      ﾓﾘﾀ ﾏﾔ          小3

 5    59 ファイブテン        愛  媛  3:05.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
10歳以下

  265 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小1

  264 高橋　杏実      ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ        小2

  263 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小3

  261 水野　優那      ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ        小3
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 2組
 1

 2   101 リー保内            愛  媛  2:40.00

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
10歳以下

  469 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        小4

  468 朝雲　百羽      ｱｻｸﾓ ﾓﾓﾊ        小4

  471 土井　楓星      ﾄﾞｲ ｶｴﾗ         小3

  470 山中　紗和      ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ         小4

 3    14 五百木ＳＣ          愛  媛  2:39.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
10歳以下

   69 河井　　萌      ｶﾜｲ ﾓｴ          小4

   70 池内　有彩      ｲｹｳﾁ ｱﾘｻ        小4

   71 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小3

   67 二神　麻央      ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ        小4

 4   106 コミュニティ        愛  媛  2:33.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
10歳以下

  492 前田　唯菜      ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ        小4

  495 島田　実季      ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ        小4

  493 戎　　真花      ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        小4

  494 尾﨑　嘉音      ｵｻﾞｷ ｶﾉﾝ        小4

 5    97 フィッタ松山        愛  媛  2:34.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
10歳以下

  439 赤尾　美澄      ｱｶｵ ﾐｽﾐ         小3

  435 藤岡　　凛      ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ        小4

  433 戎森かんな      ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ      小4

  434 成城　美和      ﾅﾙｷ ﾐﾜ          小4

 6    72 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:40.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
10歳以下

  310 三浦　花菜      ﾐｳﾗ ｶﾅ          小5

  314 岡本　未来      ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ        小3

  312 小西　麗愛      ｺﾆｼ ﾘｴ          小4

  315 川本　葵里      ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ        小3

 7   112 フィッタ松前        愛  媛  3:00.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             学童
10歳以下

  540 釘宮　遥花      ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ       小3

  538 菅　　百花      ｶﾝ ﾓﾓｶ          小4

  541 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小3

  542 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        小3
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