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スタートリスト

競技№：  39 混合  200m リレー 予選

小学１・２年生

     

     県学童記録 2:19.27

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:39.21

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

2016/06/25 8:13:21 SEIKO Swimming Results System

 1組

 1

 2

 3     1 フィッタ新居浜      愛  媛  3:40.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            

小学１・２年生

 4    30 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  3:30.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            学童

小学１・２年生

  411 白石　和士      ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ       小2

  412 伊藤　絢彪      ｲﾄｳ ﾋｭｳ         小2

  422 能瀬　奏歩      ﾉｾ ｶﾅﾐ          小1

  423 能瀬　愛歩      ﾉｾ ﾏﾅﾐ          小1

 5    25 リー保内            愛  媛  3:32.31

ﾘｰﾎﾅｲ               

小学１・２年生

 6

 7

 8
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 2組

 1     2 五百木ＳＣ          愛  媛  3:30.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童

小学１・２年生

   47 伊藤　諒成      ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ       小2

   70 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小2

   68 田村　　菫      ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ         小2

   48 小笠原優希      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ      小2

 2    12 ファイブテン        愛  媛  3:22.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童

小学１・２年生

  192 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小2

  180 向井　蒼空      ﾑｶｲ ｿﾗ          小1

  178 一井　克斗      ｲﾁｲ ｶﾂﾄ         小2

  193 澤井　結希      ｻﾜｲ ﾕｳｷ         小2

 3     7 南海ＤＣ            愛  媛  3:20.00

ﾅﾝｶｲDC              学童

小学１・２年生

  106 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小1

  105 越智心桜莉      ｵﾁ ﾐｵﾘ          小2

   86 永田　　空      ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ         小1

   84 髙橋　昂大      ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        小2

 4    22 フィッタ松山        愛  媛  2:50.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童

小学１・２年生

  299 辻田　裕真      ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾏ        小2

  298 田井　雄斗      ﾀｲ ﾕｳﾄ          小2

  322 荒谷　結奏      ｱﾗﾀﾆ ﾕｶﾅ        小2

  321 吉田　千暁      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        小2

 5    37 コナミ松山          愛  媛  3:00.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童

小学１・２年生

  489 森川　絵理      ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ         小2

  478 兵頭　悠晟      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ     小2

  491 清田　俐帆      ｷﾖﾀ ﾘﾎ          小2

  479 友近　立伸      ﾄﾓﾁｶ ﾘｭｳｼﾝ      小2

 6     8 西条ＳＣ            愛  媛  3:20.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童

小学１・２年生

  141 宮野　心花      ﾐﾔﾉ ｺﾊﾅ         小1

  140 石川　葉月      ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ       小2

  128 三宅　裕貴      ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ         小2

  127 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小2

 7    15 八幡浜ＳＣ          愛  媛  3:25.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童

小学１・２年生

  226 山田優里也      ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ        小2

  209 上岡　侑叶      ｳｴｵｶ ﾕｳﾄ        小1

  207 大石　洋輔      ｵｵｲｼ ﾖｳｽｹ       小2

  228 岡本　望愛      ｵｶﾓﾄ ﾓｱ         小2

 8


