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スタートリスト
競技№： 205 女子  400m リレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:54.03

(ｸﾗｽ)  四国記録 3:54.07

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 8:07:13 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2  1010 ジャパン高松        香  川  4:23.48

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

   26 淺田　陽菜      ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾅ        中2

   28 新田　妃菜      ﾆｯﾀ ﾋﾒﾅ         中2

   29 千葉　美穂      ﾁﾊﾞ ﾐﾎ          中1

   25 朝倉　千裕      ｱｻｸﾗ ﾁﾋﾛ        中2

 3  1070 JSSセンコー         香  川  4:21.50

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  254 成田　佳乃      ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ         中1

  252 川田　晏莉      ｶﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ        中2

  250 大島　海咲      ｵｵｼﾏ ﾐｻｷ        中2

  251 河野　優香      ｺｳﾉ ﾕｳｶ         中2

 4  1114 Z-UP                愛  媛  4:20.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
13～14歳

  510 魚本　祈子      ｳｵﾓﾄ ｷｺ         中2

  508 角田　　光      ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ        中2

  509 越智　咲水      ｵﾁ ｻﾅ           中2

  511 井原　愛美      ｲﾊﾗ ﾏﾅﾐ         中1

 5  1157 NSP高知             高  知  4:20.36

NSPｺｳﾁ              
13～14歳

  826 西山千梨夏      ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ        中2

  827 梅原　千鈴      ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ       中2

  828 山中　千聖      ﾔﾏﾅｶ ﾁｻﾄ        中1

  825 伊藤　夢華      ｲﾄｳ ﾕｳｶ         中3

 6  1077 ジャパン三木        香  川  4:23.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
13～14歳

  277 湯野川汐里      ﾕﾉｶﾜ ｼｵﾘ        中2

  276 岸下　沙希      ｷｼｼﾀ ｻｷ         中2

  278 笠井　穂香      ｶｻｲ ﾎﾉｶ         中1

  279 大山　弓佳      ｵｵﾔﾏ ﾕﾐｶ        中1
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 2組
 1  1023 ジャパン丸亀        香  川  4:12.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳

 2  1148 ZEYO-ST             高  知  4:10.45

ZEYO-ST             
13～14歳

  774 矢部瀬里香      ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         中2

  776 前野　希和      ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ         中1

  779 佐古田彩里      ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ        中1

  777 野中　彩帆      ﾉﾅｶ ｻﾎ          中1

 3  1034 ジャパン観          香  川  4:05.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝK             
13～14歳

  108 牧野　桜子      ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ        中1

  105 山下　理子      ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ         中1

  106 合田　美咲      ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ       中1

  104 辻　　里咲      ﾂｼﾞ ﾘｻ          中2

 4  1103 五百木ＳＣ          愛  媛  2:16.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

  447 土居　明莉      ﾄﾞｲ ｱｶﾘ         中1

  450 掛水　舞梨      ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ       中1

  448 秀野　亜耶      ｼｭｳﾉ ｱﾔ         中1

  449 岡本　美里      ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ        中1

 5  1119 八幡浜ＳＣ          愛  媛  4:00.50

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
13～14歳

  546 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中2

  545 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          中2

  549 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中1

  548 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         中1

 6  1065 サンダーＳＳ        香  川  4:08.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

 7  1081 ＷＡＭＳＴ          香  川  4:10.50

WAMST               
13～14歳

  300 佃　　萌花      ﾂｸﾀﾞ ﾓｶ         中2

  298 竹内　那虹      ﾀｹｳﾁ ﾅｺ         中3

  301 森田　陽菜      ﾓﾘﾀ ﾋﾅ          中1

  299 笠井　玲緒      ｶｻｲ ﾚｵ          中2

 8  1086 ハッピー阿南        徳  島  4:19.99

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
13～14歳

  325 林　　怜花      ﾊﾔｼ ﾚｲｶ         中1

  324 大地　彩加      ｵｵﾁ ｱﾔｶ         中2

  326 岸本玲於菜      ｷｼﾓﾄ ﾚｵﾅ        中1

  323 西谷　優花      ﾆｼﾀﾆ ﾕｶ         中2


