
第6回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会       

                                                  

  

Page    1

スタートリスト
競技№：   2 男子  200m リレー 予選

無差別

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:38.04
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ヨミガナ 学種

2017/09/22 17:30:51 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1021 リー保内            愛  媛  2:17.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  300 谷口　駿成      ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ     小6

  302 小原　知也      ｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ         小5

  301 大塚　慶希      ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ        小5

  298 眞矢大志朗      ﾏﾔ ﾀﾞｲｼﾛｳ       中1

 4  1007 ファイブテン        愛  媛  2:07.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝB            
無差別

  146 八重樫滉平      ﾔｴｶﾞｼ ｺｳﾍｲ      中2

  147 山口　　空      ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ        中1

  145 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         中2

  148 内田明日翔      ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ        中1

 5  1018 フィッタ重信        愛  媛  2:14.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  283 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      小6

  285 伊藤　遼人      ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ         小6

  284 加地　優那      ｶｼﾞ ﾕｳﾅ         小6

  286 村上　夏輝      ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂｷ        小5
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 2組
 1

 2  1017 フィッタ重信        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  277 松下　空雅      ﾏﾂｼﾀ ｸｳｶﾞ       高2

  278 冬木　優祈      ﾌﾕｷ ﾏｻｷ         高2

  282 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中1

  279 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       中2

 3  1005 Z-UP                愛  媛  1:48.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
無差別

  123 田村倫太郎      ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ       高1

  119 山口　尚秀      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾃﾞ     高2

  124 廣瀬　寛人      ﾋﾛｾ ｶﾝﾄ         高1

  122 世良　俊仁      ｾﾗ ｼｭﾝｼﾞ        高1

 4  1001 五百木ＳＣ          愛  媛  1:46.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

    2 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        高2

    1 三宅　克明      ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ        高2

    4 松本　海璃      ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ        中3

    3 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高1

 5  1024 コミュニティ        愛  媛  1:46.50

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 6  1027 フィッタ松前        愛  媛  1:52.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
無差別

  373 津田　颯希      ﾂﾀﾞ ｿｳｷ         中2

  372 隅田　晴彦      ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ       中2

  371 大西　陽翔      ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ        中3

  370 江﨑　隼人      ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾄ        高1

 7  1020 リー保内            愛  媛  2:00.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  296 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       中2

  299 呉石　智哉      ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ        中1

  294 後藤　舜介      ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ      中3

  297 竹井　優雅      ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ        中1
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 3組
 1  1016 石原ＳＣ            愛  媛  1:45.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

 2  1010 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:44.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  163 下田　　嶺      ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ        高1

  166 谷村　大樹      ﾀﾆﾑﾗ ﾀﾞｲｷ       中2

  164 太田　拓夢      ｵｵﾀ ﾀｸﾑ         高1

  165 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        中3

 3  1015 石原ＳＣ            愛  媛  1:42.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

 4  1013 南海朝生田          愛  媛  1:40.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

 5  1003 南海ＤＣ            愛  媛  1:42.00

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   30 濱家　隆佑      ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ      高2

   29 福永　竜星      ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ     高2

   31 石﨑慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     高1

   35 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        中2

 6  1019 リー保内            愛  媛  1:43.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  292 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        中3

  295 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          中2

  293 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        中3

  291 宮中　悠希      ﾐﾔﾅｶ ﾕｳｷ        高1

 7  1006 ファイブテン        愛  媛  1:45.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA            
無差別

  142 伊藤　　駿      ｲﾄｳ ｼｭﾝ         高2

  143 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         高1

  144 白石　　海      ｼﾗｲｼ ｶｲ         中2

  141 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    高2

 8  1030 MESSA               愛  媛  1:45.50

MESSA               
無差別


