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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)  四国記録 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

2017/01/06 11:43:30 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1113 瀬戸内温泉          愛  媛  4:28.00

ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ            中学
13～14歳

  498 杉本　尚之      ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ      中1

  497 山本　威瑠      ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ        中2

  499 矢野　結都      ﾔﾉ ﾕｲﾄ          中1

  496 村上　太朗      ﾑﾗｶﾐ ﾀﾛｳ        中2

 2  1140 ＪＳＳ高知          高  知  4:25.00

JSSｺｳﾁ              
13～14歳

  742 久保　吉平      ｸﾎﾞ ｷｯﾍﾟｲ       中2

  740 光平　孟広      ﾐﾂﾋﾗ ﾄﾓﾋﾛ       中2

  741 長吉　　潤      ﾅｶﾞﾖｼ ｼﾞｭﾝ      中2

  744 廣田　一真      ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾏ        中1

 3  1162 ﾌｨｯﾀ高知            高  知  4:20.00

ﾌｨｯﾀｺｳﾁ             中学
13～14歳

  837 細川　龍生      ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｷ       中2

  834 東　　蒼太      ﾋｶﾞｼ ｿｳﾀ        中2

  836 池本　博翔      ｲｹﾓﾄ ﾋﾛﾄ        中2

  838 賴田　　哲      ﾖﾘﾀ ﾃﾂ          中2

 4  1108 南海ＤＣ            愛  媛  4:20.00

ﾅﾝｶｲDC              
13～14歳

 5  1132 フィッタ松山        愛  媛  4:20.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            中学
13～14歳

  608 島田　友希      ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ        中1

  607 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        中1

  609 伊藤　路人      ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾄ        中1

  606 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          中2

 6  1042 伊藤ＳＳ            香  川  4:23.00

ｲﾄｳSS               
13～14歳

 7  1155 NSP高知             高  知  4:25.00

NSPｺｳﾁ              中学
13～14歳

  816 坂本　昂太      ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ        中1

  812 細川　太都      ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲﾄ       中2

  814 高橋　孝弥      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ        中1

  813 石本　景慈      ｲｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ       中2

 8  1136 リー保内            愛  媛  4:32.50

ﾘｰﾎﾅｲ               中学
13～14歳

  635 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       中1

  632 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        中2

  633 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        中2

  634 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          中1
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 2組
 1  1062 サンダーＳＳ        香  川  4:10.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

 2  1007 ジャパン高松        香  川  4:10.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

    6 三原　一真      ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ        中3

    7 奥野　真央      ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ         中2

    8 久保　海翔      ｸﾎﾞ ｶｲﾄ         中2

    9 黒田　　陽      ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙ         中1

 3  1101 ＯＫ藍住            徳  島  4:08.00

OKｱｲｽﾞﾐ             
13～14歳

  398 矢野　哲太      ﾔﾉ ﾃｯﾀ          中1

  394 幸田　太一      ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ        中3

  395 立花　準大      ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ   中2

  396 山本　雅久      ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ        中2

 4  1055 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:58.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
13～14歳

 5  1019 ジャパン丸亀        香  川  4:08.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳

 6  1092 ＯＫＳＳ            徳  島  4:08.67

OKSS                
13～14歳

 7  1126 石原ＳＣ            愛  媛  4:10.00

ｲｼﾊﾗ                
13～14歳

  592 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       中2

  591 三好　　凜      ﾐﾖｼ ﾘﾝ          中2

  590 井上航太朗      ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ      中2

  593 細川直央人      ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ        中2

 8  1085 ハッピー阿南        徳  島  4:18.25

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
13～14歳

  315 松本　直大      ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾀ        中1

  316 大西航志郎      ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾛｳ      中1

  313 立石迅一郎      ﾀﾃｲｼ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ    中2

  312 矢野　純平      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ      中2


