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スタートリスト
競技№：   4 男子  200m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:58.13

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 9:30:11 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1031 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              中学
13～14歳

   89 伊須　新太      ｲｽ ｱﾗﾀ          中2

   88 神田　悠斗      ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ        中2

   86 渡邊　航星      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ      中2

   87 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        中2

 4  1078 マコトSC双葉        愛  媛  2:20.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             中学
13～14歳

  314 羽倉　浩起      ﾊｸﾞﾗ ﾋﾛｷ        中2

  317 大脊戸敬汰      ｵｵｾﾄﾞ ｹｲﾀ       中1

  318 大西　源太      ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝﾀ       中1

  320 山中　順平      ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ    中1

 5  1070 南海朝生田          愛  媛  2:35.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            中学
13～14歳

  280 明日　孝允      ｱｹﾋ ﾀｶﾖｼ        中1

  278 竹ノ内　悠      ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳ        中2

  281 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         中1

  279 髙須賀壮太      ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ        中1
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 8
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 2組
 1

 2  1103 フィッタ重信        愛  媛 棄権

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
13～14歳

 3  1107 リー保内            愛  媛  2:06.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
13～14歳

  435 竹井　優雅      ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ        中1

  431 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        中3

  433 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          中2

  434 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       中2

 4  1095 フィッタ松山C       愛  媛  1:58.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
13～14歳

  373 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          中3

  374 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        中2

  375 島田　友希      ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ        中2

  377 田坂　優成      ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ        中1

 5  1089 石原ＳＣ            愛  媛 失格

ｲｼﾊﾗ                
13～14歳

  352 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       中3

  356 小原　崇聖      ｺﾊﾗ ﾀｶﾏｻ        中2

  353 細川直央人      ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ        中3

  354 越智　翔太      ｵﾁ ｼｮｳﾀ         中3

 6  1010 五百木ＳＣ          愛  媛  2:07.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

   34 井上　陽葵      ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ        中2

   33 竹内　陸翔      ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ        中3

   30 高岡　大陸      ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ       中3

   31 山岡　利哉      ﾔﾏｵｶ ﾄｼﾔ        中3

 7  1055 ファイブテン        愛  媛  2:11.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
13～14歳

  215 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         中2

  218 山口　　空      ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ        中1

  217 八重樫滉平      ﾔｴｶﾞｼ ｺｳﾍｲ      中2

  213 坂上　　凜      ｻｶｶﾞﾐ ﾘﾝ        中2

 8


