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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歳以上

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:40.76

(ｸﾗｽ)  四国記録 3:49.59

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 8:06:40 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1131 フィッタ松山        愛  媛  4:12.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            高校
15歳以上

  604 服部　喜仁      ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾄ        高1

  603 森貞　智太      ﾓﾘｻﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ      高1

  600 南　　和希      ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｷ        高2

  601 二宮　一宙      ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ      高2

 2  1138 みかづきＳＳ        高  知  4:05.50

ﾐｶﾂﾞｷSS             高校
15歳以上

  725 田村　真哉      ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ         高1

  721 松岡　　迅      ﾏﾂｵｶ ｼﾞﾝ        高2

  724 本田　翔規      ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ         高1

  723 光森　　白      ﾐﾂﾓﾘ ﾊｸ         高1

 3  1076 ジャパン三木        香  川  4:05.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
15歳以上

  260 塩崎　光紀      ｼｵｻﾞｷ ｺｳｷ       高1

  259 阿部　冬唯      ｱﾍﾞ ﾄｳｲ         高2

  258 佐々木龍吾      ｻｻｷ ﾘｭｳｺﾞ       高2

  261 古安　歓地      ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ        高1

 4  1100 ＯＫ藍住            徳  島  4:00.00

OKｱｲｽﾞﾐ             高校
15歳以上

  393 吉田　圭佑      ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ       高1

  391 四宮　巧稀      ｼﾉﾐﾔ ｺｳｷ        高2

  392 根本祐一郎      ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ      高1

  390 中川　裕斗      ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ       高3

 5  1093 ＯＫＳＳ            徳  島  4:03.59

OKSS                
15歳以上

 6  1117 ファイブテン        愛  媛  4:05.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
15歳以上

  514 伊藤　　駿      ｲﾄｳ ｼｭﾝ         高1

  515 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         中3

  513 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    高1

  512 川村　　空      ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ         高2

 7  1043 伊藤ＳＳ            香  川  4:06.69

ｲﾄｳSS               
15歳以上

 8  1146 ZEYO-ST             高  知 棄権

ZEYO-ST             
15歳以上
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 2組
 1  1018 ジャパン丸亀        香  川  3:57.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
15歳以上

 2  1084 ハッピー阿南        徳  島  3:55.00

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
15歳以上

  309 奥田　真也      ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾔ        高1

  311 小島健太郎      ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ      高1

  310 合田　陽大      ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾅﾀ       高1

  308 溝木　隆太      ﾐｿﾞｷ ﾘｭｳﾀ       高3

 3  1061 サンダーＳＳ        香  川  3:52.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
15歳以上

 4  1127 石原ＳＣ            愛  媛     0.01

ｲｼﾊﾗ                
15歳以上

  588 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高1

  586 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      高1

  584 荻原　和樹      ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ      高2

  583 澤田慎二郎      ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高2

 5  1056 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:48.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
15歳以上

 6  1006 ジャパン高松        香  川  3:55.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
15歳以上

    1 湊谷　　陸      ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ ﾘｸ       高2

    2 納田　泰輔      ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｽｹ       高2

    3 越智　勇伍      ｵﾁ ﾕｳｺﾞ         高2

    5 長尾　祥伍      ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｺﾞ      中3

 7  1109 南海ＤＣ            愛  媛  3:56.00

ﾅﾝｶｲDC              
15歳以上

 8  1156 NSP高知             高  知  3:59.30

NSPｺｳﾁ              
15歳以上

  809 土居　侑矢      ﾄﾞｲ ﾕｳﾔ         中3

  808 西山　湧也      ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ        高1

  807 渋谷　勇樹      ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ        高1

  803 丑本　知大      ｳｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ       高2


