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スタートリスト
競技№： 120 男子  200m リレー タイム決勝

11～12歳

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:57.45

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

2017/11/04 10:53:30 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2  1026 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
11～12歳

 3  1130 フィッタ川江        愛  媛  2:14.00

ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ            
11～12歳

 4  1075 マコトSC双葉        愛  媛  2:10.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
11～12歳

 5  1111 コミュニティ        愛  媛  2:10.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
11～12歳

 6  1117 Ryuow               愛  媛  2:15.00

ryuow               
11～12歳

  492 福本　歩夢      ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾑ        小6

  491 中野　元道      ﾅｶﾉ ﾓﾄﾐﾁ        小6

  493 丸山　晃成      ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ       小5

  490 東灘　空良      ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ ｿﾗ      小6

 7

 8
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 2組
 1  1102 フィッタ重信        愛  媛  2:06.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
11～12歳

  420 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      小6

  421 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          小6

  422 加地　優那      ｶｼﾞ ﾕｳﾅ         小6

  418 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中1

 2  1050 ファイブテン        愛  媛  2:04.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
11～12歳

  220 藤田　　翔      ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ        小6

  222 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小5

  223 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      小5

  221 安藤　陽輝      ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ       小6

 3  1122 フィッタ松前        愛  媛  2:03.50

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
11～12歳

  530 内田　拓希      ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ        小6

  529 奥田　海人      ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ        小6

  532 河野　海音      ｺｳﾉ ｶｲﾄ         小5

  528 大石　陸斗      ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ        中1

 4  1092 フィッタ松山B       愛  媛  1:59.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
11～12歳

  379 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       小6

  380 渡瀬　陽太      ﾜﾀｾ ﾋﾅﾀ         小6

  381 島田　　希      ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ       小5

  378 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        中1

 5  1044 Z-UP                愛  媛  2:02.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
11～12歳

  190 世良　智希      ｾﾗ ﾄﾓｷ          中1

  194 尾崎　元輔      ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｽｹ      小6

  192 山内　寛大      ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ        小6

  193 加藤　雄大      ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        小6

 6  1007 五百木ＳＣ          愛  媛  2:04.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
11～12歳

   44 大西　龍玄      ｵｵﾆｼ ﾘｭｳｹﾞﾝ     小6

   45 玉井　龍弥      ﾀﾏｲ ﾘｭｳﾔ        小6

   43 瀬戸　蒼陽      ｾﾄ ｱｵﾔ          小6

   39 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        中1

 7  1001 フィッタ新居浜      愛  媛  2:06.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            
11～12歳

 8  1104 リー保内            愛  媛  2:06.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
11～12歳

  438 谷口　駿成      ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ     小6

  436 眞矢大志朗      ﾏﾔ ﾀﾞｲｼﾛｳ       中1

  437 呉石　智哉      ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ        中1

  439 上川　颯斗      ｳｴｶﾜ ﾊﾔﾄ        小6


