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スタートリスト

競技№： 101 女子  400m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 4:16.69

(ｸﾗｽ)  大会記録 4:19.26

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

2016/01/06 14:16:18 SEIKO Swimming Results System

 1組

 1

 2

 3    82 ジャパン三木        香  川  4:51.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            

13～14歳

  271 東　　莉緒      ｱｽﾞﾏ ﾘｵ         中2

  270 天野可奈子      ｱﾏﾉ ｶﾅｺ         中2

  272 岸下　沙希      ｷｼｼﾀ ｻｷ         中1

  273 湯野川汐里      ﾕﾉｶﾜ ｼｵﾘ        中1

 4    14 ジャパン高松        香  川  4:42.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            

13～14歳

   27 新田　妃菜      ﾆｯﾀ ﾋﾒﾅ         中1

   24 朝倉　千裕      ｱｻｸﾗ ﾁﾋﾛ        中1

   23 清水　　愛      ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ         中2

   25 淺田　陽菜      ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾅ        中1

 5    26 ジャパン丸亀        香  川  4:45.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            

13～14歳

   59 矢野　陽菜      ﾔﾉ ﾋﾅ           中2

   61 原田　梨玖      ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝｸ        中2

   62 大池莉理香      ｵｵｲｹ ﾘﾘｶ        中1

   64 善木　鈴葉      ｾﾞﾝｷ ｽｽﾞﾊ       中1

 6

 7

 8
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 2組

 1

 2   177 ZEYO-ST             高  知  4:37.00

ZEYO-ST             

13～14歳

  836 矢部瀬里香      ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         中1

  833 仁井　光莉      ﾆｲ ﾋｶﾘ          中2

  835 澤本　彩乃      ｻﾜﾓﾄ ｱﾔﾉ        中2

  834 松木　琴美      ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        中2

 3   163 みかづきＳＳ        高  知  4:28.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             

13～14歳

  789 梅原　千鈴      ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ       中1

  786 山本　佳希      ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉ         中1

  787 博田ゆいな      ﾊｶﾀ ﾕｲﾅ         中1

  785 奥田　友菜      ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾅ        中2

 4   133 八幡浜ＳＣ          愛  媛  4:17.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             

13～14歳

  551 三好　温子      ﾐﾖｼ ｱﾂｺ         中2

  555 東　みずき      ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ       中2

  554 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         中2

  557 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中1

 5    65 サンダーＳＳ        香  川  4:28.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             

13～14歳

 6    36 ジャパン観          香  川  4:30.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝK             

13～14歳

   92 古西　育巳      ｺﾆｼ ｲｸﾐ         中2

   95 好川あゆみ      ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ        中2

   94 荻田　朱理      ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ        中2

   93 藤田　唯花      ﾌｼﾞﾀ ﾕｲｶ        中2

 7    56 坂出伊藤ＳＳ        香  川  4:38.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            

13～14歳

  171 丸野　麻衣      ﾏﾙﾉ ﾏｲ          中2

  172 中名　桃子      ﾁｭｳﾐｮｳ ﾓﾓｺ      中2

  170 中井　鈴菜      ﾅｶｲ ﾚﾅ          中2

  174 小原　沙耶      ｵﾊﾞﾗ ｻﾔ         中2

 8


