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スタートリスト

競技№： 102 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:52.47

(ｸﾗｽ)  大会記録 3:56.77

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

2016/01/07 10:09:32 SEIKO Swimming Results System

 1組

 1

 2

 3    80 ジャパン三木        香  川  4:32.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            

13～14歳

  255 小野　祐輝      ｵﾉ ﾕｳｷ          中2

  256 真鍋　大輔      ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ      中2

  257 林　虎之介      ﾊﾔｼ ﾄﾗﾉｽｹ       中2

  258 末澤　太陽      ｽｴｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ      中1

 4   113 五百木ＳＣ          愛  媛  4:27.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            

13～14歳

 5   166 ＪＳＳ高知          高  知  4:30.00

JSSｺｳﾁ              

13～14歳

  798 竹内　涼珠      ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｼﾞｭ     中3

  800 光平　孟広      ﾐﾂﾋﾗ ﾄﾓﾋﾛ       中1

  801 長吉　　潤      ﾅｶﾞﾖｼ ｼﾞｭﾝ      中1

  799 中澤　海渡      ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ       中2

 6

 7

 8
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 2組

 1   111 かもめ競泳塾        徳  島  4:25.00

ｶﾓﾒｷｮｳｴｲ            

13～14歳

  425 鎌田　祐大      ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ      中2

  424 芝橋　陸也      ｼﾊﾞﾊｼ ﾘｸﾔ       中2

  426 川端　大暉      ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｷ       中2

  427 北浦　龍弥      ｷﾀｳﾗ ﾘｭｳﾔ       中1

 2   107 トビウオ川内        徳  島  4:20.00

ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ            

13～14歳

  410 多田　貴資      ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ         中1

  409 三木　隼斗      ﾐｷ ﾊﾔﾄ          中2

  407 宮本　康平      ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ       中2

  406 新宮　広大      ﾆｲﾐﾔ ｺｳﾀﾞｲ      中2

 3    22 ジャパン丸亀        香  川  4:20.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            

13～14歳

   43 今井　駿人      ｲﾏｲ ﾊﾔﾄ         中1

   44 国重　和希      ｸﾆｼｹﾞ ｶｽﾞｷ      中1

   45 山田　陽喜      ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ        中1

   46 西村　　凜      ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ         中1

 4   104 ＯＫ藍住            徳  島  4:18.00

OKｱｲｽﾞﾐ             

13～14歳

  388 片山　頼翔      ｶﾀﾔﾏ ﾗｲﾄ        中1

  385 幸田　太一      ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ        中2

  386 立花　準大      ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ   中1

  387 山本　雅久      ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ        中1

 5   128 八幡浜ＳＣ          愛  媛  4:19.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             

13～14歳

  542 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        中1

  539 三浦　真誉      ﾐｳﾗ ﾏｻﾀｶ        中2

  541 太田　拓夢      ｵｵﾀ ﾀｸﾑ         中2

  540 廣井　和也      ﾋﾛｲ ｶｽﾞﾔ        中2

 6    95 ＯＫＳＳ            徳  島  4:20.00

OKSS                

13～14歳

 7   101 ＯＫ脇町            徳  島  4:21.00

OKﾜｷﾏﾁ              

13～14歳

  375 小笠　伊織      ｵｶﾞｻ ｲｵﾘ        中2

  377 丸畠　一颯      ﾏﾙﾊﾀ ｲｯｻ        中2

  376 細野裕一朗      ﾎｿﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ      中2

  374 平島　義基      ﾍｲｼﾏ ﾖｼｷ        中2

 8   157 コナミ高知          高  知  4:26.00

ｺﾅﾐｺｳﾁ              

13～14歳

  748 土居　侑矢      ﾄﾞｲ ﾕｳﾔ         中2

  752 寺井　泰晴      ﾃﾗｲ ﾀｲｾｲ        中2

  751 下元　優典      ｼﾓﾓﾄ ﾕｳｽｹ       中2

  750 弘田　量也      ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ        中2
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 3組

 1    84 ＷＡＭＳＴ          香  川  4:15.50

WAMST               

13～14歳

  289 木村　文哉      ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ         中2

  285 三宅　萌斗      ﾐﾔｹ ﾓｴﾄ         中2

  291 廣瀬　俊輔      ﾋﾛｾ ｼｭﾝｽｹ       中2

  287 村上　暉都      ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾄ        中2

 2    61 サンダーＳＳ        香  川  4:15.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             

13～14歳

 3    68 JSSセンコー         香  川  4:14.00

JSSｾﾝｺｰ             

13～14歳

  230 川田遼太郎      ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ     中1

  227 鎌野　　翼      ｶﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ        中2

  229 山下　素直      ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ        中2

  231 川染　友瞭      ｶﾜｿﾒ ﾄﾓｱｷ       中1

 4   147 MESSA               愛  媛  4:04.00

MESSA               

13～14歳

  732 仙波　　拓      ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ         中2

  729 戸田好士郎      ﾄﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ       中3

  731 二宮龍之輔      ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ     中2

  730 上田　一稀      ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ       中2

 5    52 坂出伊藤ＳＳ        香  川  4:11.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            

13～14歳

  153 稲尾　海音      ｲﾅｵ ｶｲﾄ         中2

  152 福上　喬大      ﾌｸｶﾞﾐ ｷｮｳﾀ      中2

  155 山田　晃司      ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       中1

  158 村上　晴紀      ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ        中1

 6     6 ジャパン高松        香  川  4:15.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            

13～14歳

   10 長尾　祥伍      ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｺﾞ      中2

    9 千葉　瑛司      ﾁﾊﾞ ｴｲｼﾞ        中2

    8 小松　俊之      ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ        中2

    6 宮武　海渡      ﾐﾔﾀｹ ｶｲﾄ        中2

 7   138 石原ＳＣ            愛  媛  4:15.00

ｲｼﾊﾗ                

13～14歳

  617 曽我部望晏      ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ        中2

  615 森本　耕大      ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ      中2

  619 大井　義之      ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ        中2

  622 三好　　凜      ﾐﾖｼ ﾘﾝ          中1

 8   161 みかづきＳＳ        高  知  4:17.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             

13～14歳

  773 田村　真哉      ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ         中3

  777 細川　太都      ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲﾄ       中1

  772 本田　翔規      ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ         中3

  776 濱田雄一朗      ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     中1


