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スタートリスト
競技№： 124 男子  200m リレー タイム決勝

15～18歳

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:39.53

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

2017/11/05 18:54:23 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1028 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
15～18歳

   83 濱家　隆佑      ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ      高2

   82 福永　竜星      ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ     高2

   84 石﨑慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     高1

   85 菊池　映吾      ｷｸﾁ ｴｲｺﾞ        中3

 4  1090 フィッタ松山D       愛  媛  1:46.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            高校
15～18歳

  372 大井　義之      ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ        高1

  370 服部　喜仁      ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾄ        高2

  371 桂　　瑠星      ｶﾂﾗ ﾘｭｳｾｲ       高1

  369 森貞　智太      ﾓﾘｻﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ      高2

 5  1077 マコトSC双葉        愛  媛  1:48.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             高校
15～18歳

  312 大河内健人      ｵｵｺｳﾁ ｹﾝﾄ       高2

  310 松浦　青波      ﾏﾂｳﾗ ｾｲﾊ        高3

  311 小澤　孝太      ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ        高2

  313 熊野　洸太      ｸﾏﾉ ｺｳﾀ         高1

 6

 7

 8
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 2組
 1  1061 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:46.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
15～18歳

  245 下田　　嶺      ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ        高1

  244 廣井　和也      ﾋﾛｲ ｶｽﾞﾔ        高1

  246 太田　拓夢      ｵｵﾀ ﾀｸﾑ         高1

  247 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        中3

 2  1067 南海朝生田          愛  媛 棄権

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
15～18歳

 3  1005 五百木ＳＣ          愛  媛  1:45.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
15～18歳

   27 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        高2

   26 三宅　克明      ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ        高2

   29 松本　海璃      ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ        中3

   28 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高1

 4  1052 ファイブテン        愛  媛  1:41.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
15～18歳

  208 川村　　空      ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ         高3

  210 伊藤　　駿      ｲﾄｳ ｼｭﾝ         高2

  209 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    高2

  211 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         高1

 5  1086 石原ＳＣ            愛  媛  1:42.00

ｲｼﾊﾗ                
15～18歳

  345 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高2

  343 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      高2

  344 横田　悠樹      ﾖｺﾀ ﾕｳｷ         高2

  340 澤田慎二郎      ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高3

 6  1043 Z-UP                愛  媛  1:45.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
15～18歳

  182 田村倫太郎      ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ       高1

  179 山口　尚秀      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾃﾞ     高2

  183 廣瀬　寛人      ﾋﾛｾ ｶﾝﾄ         高1

  180 川﨑　雄生      ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ        高1

 7  1134 MESSA               愛  媛  1:45.00

MESSA               
15～18歳

  579 薬師寺柊太      ﾔｸｼｼﾞ ｼｭｳﾀ      高2

  577 森﨑　智也      ﾓﾘｻｷ ﾄﾓﾔ        高2

  581 仙波　　拓      ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ         高1

  578 福岡　威人      ﾌｸｵｶ ﾀｹﾄ        高2

 8


