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スタートリスト

競技№： 104 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

15～18歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:40.76

(ｸﾗｽ)  大会記録 3:49.93

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 10:09:45 SEIKO Swimming Results System

 1組

 1    38 瀬戸内ＳＳ          香  川  4:17.00

ｾﾄｳﾁSS              

15～18歳

  113 山中　　要      ﾔﾏﾅｶ ｶﾅﾒ        高1

  112 竹内　淳稀      ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｷ      高2

  111 中　　　陽      ﾅｶ ｱｷﾗ          高2

  114 蕨川　隼佑      ﾜﾗﾋﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ   高1

 2   148 MESSA               愛  媛  4:08.00

MESSA               

15～18歳

  728 仙波　　大      ｾﾝﾊﾞ ﾀﾞｲ        高1

  725 橋本　　道      ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ         高3

  726 田口裕希久      ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾋｻ       高1

  727 源　　謙吾      ﾐﾅﾓﾄ ｹﾝｺﾞ       高1

 3    79 ジャパン三木        香  川  4:05.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            

15～18歳

  249 小野　海豊      ｵﾉ ｶｲﾄ          高3

  253 阿部　冬唯      ｱﾍﾞ ﾄｳｲ         高1

  250 徳永　海偉      ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ        高2

  254 古安　歓地      ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ        中3

 4   156 コナミ高知          高  知  4:02.61

ｺﾅﾐｺｳﾁ              

15～18歳

  745 高橋　知希      ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ        高1

  743 徳弘　雄太      ﾄｸﾋﾛ ﾕｳﾀ        高2

  747 渋谷　勇樹      ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ        中3

  746 坂本　優大      ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ      中3

 5    30 ジャパン観          香  川  4:03.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝK             

15～18歳

   81 横山　颯人      ﾖｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ        高1

   78 井元　和誉      ｲﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ        高2

   76 門脇　州佑      ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭｳｽｹ     高2

   77 白川　直哉      ｼﾗｶﾜ ﾅｵﾔ        高2

 6   124 ファイブテン        愛  媛  4:05.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             

15～18歳

  522 高橋　快嬉      ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ        高2

  525 村上　一成      ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾅﾘ      中3

  526 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    中3

  524 川村　　空      ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ         高1

 7   173 ZEYO-ST             高  知  4:11.00

ZEYO-ST             

15～18歳

  820 鈴田　海斗      ｽｽﾞﾀ ｶｲﾄ        高2

  821 川村　翔悟      ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ      高1

  822 前田　浩斗      ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾄ        高1

  819 佐古田　優      ｻｺﾀﾞ ﾕｳ         高2

 8   167 ＪＳＳ高知          高  知  4:20.00

JSSｺｳﾁ              

15～18歳

  793 中平　一六      ﾅｶﾋﾗ ｶｽﾞﾑ       高1

  795 尾原　健太      ｵﾊﾗ ｹﾝﾀ         中3

  796 北川　真生      ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ       中3

  797 本越　孝昌      ﾓﾄｺﾞｼ ﾀｶﾏｻ      中3



第42回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会      

                                                  

アクアパレットまつやま  

Page    2

スタートリスト

競技№： 104 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

15～18歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:40.76

(ｸﾗｽ)  大会記録 3:49.93

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 10:09:45 SEIKO Swimming Results System

 2組

 1   127 八幡浜ＳＣ          愛  媛  4:01.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             

15～18歳

  532 三好　健介      ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ        高3

  535 奥平　雄大      ｵｸﾋﾗ ﾕｳﾀ        高1

  533 川本　雄斗      ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ        高2

  534 山下　裕介      ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ       高2

 2    94 ＯＫＳＳ            徳  島  3:58.00

OKSS                

15～18歳

 3    21 ジャパン丸亀        香  川  3:57.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            

15～18歳

   40 橋本　　成      ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳ       高2

   38 伊達　直也      ﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ         高3

   39 藤本啓士朗      ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ     高2

   41 白川　大登      ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ        高1

 4   137 石原ＳＣ            愛  媛  3:52.00

ｲｼﾊﾗ                

15～18歳

  614 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       中3

  612 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      中3

  606 原田　恭佑      ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｽｹ      高3

  607 花山　天晴      ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ       高2

 5    51 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:55.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            

15～18歳

  143 中西　弘晃      ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ       高3

  149 花車　　優      ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ       高1

  148 原　　直輝      ﾊﾗ ﾅｵｷ          高1

  147 村上　雅弥      ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ        高1

 6   108 トビウオ川内        徳  島  3:57.00

ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ            

15～18歳

  404 宮本　侑磨      ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ        高1

  403 四宮　巧稀      ｼﾉﾐﾔ ｺｳｷ        高1

  397 安藝　文哉      ｱｷ ﾌﾐﾔ          高3

  398 一宮　大智      ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ       高3

 7    62 サンダーＳＳ        香  川  3:59.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             

15～18歳

 8     5 ジャパン高松        香  川  4:02.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            

15～18歳

    2 湊谷　　陸      ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ       高1

    4 納田　泰輔      ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ       高1

    5 越智　勇伍      ｵﾁ ﾕｳｺﾞ         高1

    1 朝倉　正登      ｱｻｸﾗ ﾏｻﾄ        高2


