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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

2016/09/24 20:01:06 SEIKO Swimming Results System

 1組

 1

 2

 3    12 八幡浜ＳＣ　B       愛  媛

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             

19歳以上

  177 宇都宮　圭      ｳﾂﾉﾐﾔ ｹｲ        高1

  179 廣井　和也      ﾋﾛｲ ｶｽﾞﾔ        中3

  176 山本　隆太      ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ       高1

  174 廣井　直也      ﾋﾛｲ ﾅｵﾔ         高2

 4     7 西条ＳＣ            愛  媛  2:39.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童

19歳以上

  108 三宅　裕貴      ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ         小2

  105 三浦　都史      ﾐｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ        小2

  106 渡部　侑大      ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳﾀ        小2

  107 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小2

 5    11 八幡浜ＳＣ　A       愛  媛

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             

19歳以上

  178 三浦　真誉      ﾐｳﾗ ﾏｻﾀｶ        中3

  175 太田　広夢      ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ         高2

  181 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        中2

  173 菊地駿一郎      ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ     

 6

 7

 8
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 1     4 南海ＤＣ　B         愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲDC              

19歳以上

   29 天野　尚太      ｱﾏﾉ ｼｮｳﾀ        高2

   31 今本真二郎      ｲﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高2

   34 石崎慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     中3

   39 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        中1

 2    28 フィッタ松前        愛  媛  1:53.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             中学

19歳以上

  419 津田　颯希      ﾂﾀﾞ ｿｳｷ         中1

  418 隅田　晴彦      ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ       中1

  417 髙須賀　心      ﾀｶｽｶ ｼﾝ         中2

  415 江崎　隼人      ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾄ        中3

 3     3 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:50.00

ﾅﾝｶｲDC              

19歳以上

   27 日髙　郁弥      ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ        

   28 荻原　裕貴      ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ       高3

   30 三好　　諒      ﾐﾖｼ ﾘｮｳ         高2

   32 福永　竜星      ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ     高1

 4    26 コミュニティ        愛  媛  1:47.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              

19歳以上

 5     1 五百木ＳＣ          愛  媛  1:49.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            

19歳以上

    2 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        高1

    4 瀬戸　禅貴      ｾﾄ ﾕｽﾞｷ         中3

    1 三宅　克明      ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ        高1

    3 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        中3

 6    17 南海朝生田　B       愛  媛  1:51.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            

19歳以上

  213 植田　悠大      ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ      中3

  212 青木　　涼      ｱｵｷ ﾘｮｳ         高1

  216 黒田　烈志      ｸﾛﾀﾞ ﾀｹｼ        中3

  217 池田　弘毅      ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ        中2

 7    23 フィッタ重信        愛  媛  1:54.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            中学

19歳以上

  314 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       中2

  315 神尾　　樹      ｶﾐｵ ｲﾂｷ         中2

  313 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        中2

  312 山田　丈偉      ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳｲ      中2
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 1    30 MESSA               愛  媛  1:45.00

MESSA               

19歳以上

  464 二宮龍之輔      ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ     中3

  462 薬師寺柊太      ﾔｸｼｼﾞ ｼｭｳﾀ      高1

  460 森﨑　智也      ﾓﾘｻｷ ﾄﾓﾔ        高1

  456 田口裕希久      ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾋｻ       高2

 2    21 石原ＳＣ　C         愛  媛  1:44.00

ｲｼﾊﾗ                中学

19歳以上

  264 曽我部望晏      ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ        中3

  269 井上航太朗      ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ      中2

  268 廣川勇太郎      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      中2

  270 三好　　凜      ﾐﾖｼ ﾘﾝ          中2

 3     9 ファイブテン        愛  媛  1:42.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             

19歳以上

  159 伊藤　　駿      ｲﾄｳ ｼｭﾝ         高1

  158 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    高1

  157 川村　　空      ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ         高2

  160 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         中3

 4    16 南海朝生田　A       愛  媛  1:38.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            

19歳以上

  209 濱浦　了輔      ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ      高2

  215 増田　頼人      ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ        中3

  211 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       高1

  214 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        中3

 5    19 石原ＳＣ　A         愛  媛  1:41.00

ｲｼﾊﾗ                

19歳以上

  261 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高1

  266 大井　義之      ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ        中3

  254 村田　健太      ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ         大4

  256 澤田慎二郎      ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高2

 6    20 石原ＳＣ　B         愛  媛  1:42.00

ｲｼﾊﾗ                高校

19歳以上

  259 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      高1

  257 荻原　和樹      ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ      高2

  260 横田　悠樹      ﾖｺﾀ ﾕｳｷ         高1

  255 井上　洸希      ｲﾉｳｴ ｺｳｷ        高2

 7    22 石原ＳＣ　D         愛  媛  1:45.00

ｲｼﾊﾗ                

19歳以上

  265 友澤　雅崇      ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ      中3

  271 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       中2

  258 入江辰之介      ｲﾘｴ ｼﾝﾉｽｹ       高1

  273 細川直央人      ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ        中2

 8    24 リー保内            愛  媛  1:45.48

ﾘｰﾎﾅｲ               

19歳以上


