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スタートリスト
競技№：   7 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

10歳以下

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:27.75

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

2018/11/03 7:33:05 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1029 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
10歳以下

  110 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小3

  106 藤井　里歩      ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ         小5

  107 和田菜々実      ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ         小5

  108 田口　幸奈      ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ        小4

 4  1112 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  3:00.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
10歳以下

  500 能瀬　愛歩      ﾉｾ ﾏﾅﾐ          小3

  498 伊藤かすみ      ｲﾄｳ ｶｽﾐ         小4

  499 佐々木悠良      ｻｻｷ ﾕﾗ          小4

  501 能瀬　奏歩      ﾉｾ ｶﾅﾐ          小3

 5  1119 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  3:05.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
10歳以下

  526 萩野　由菜      ﾊｷﾞﾉ ﾕﾅ         小4

  530 忽那　風香      ｸﾂﾅ ﾌｳｶ         小2

  531 黒田　　菫      ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ        小2

  529 森實　乃愛      ﾓﾘｻﾞﾈ ﾉｱ        小2

 6

 7

 8
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 2組
 1  1076 マコトSC双葉        愛  媛  3:00.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
10歳以下

 2  1050 ファイブテン        愛  媛  2:42.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
10歳以下

  222 細川　美海      ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ         小3

  220 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小4

  219 星田　京美      ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ        小4

  223 二宮　花音      ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ        小3

 3  1099 リー保内            愛  媛  2:35.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
10歳以下

  429 宇都宮由奈      ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ        小4

  433 大西　未桜      ｵｵﾆｼ ﾐｵ         小3

  431 中田　桃歌      ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ         小4

  432 天野　衣音      ｱﾏﾉ ｲｵ          小4

 4  1090 フィッタ松山        愛  媛  2:24.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
10歳以下

  385 高山　結衣      ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ         小4

  382 大谷　心咲      ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ        小5

  386 吉田　千暁      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        小4

  384 濱　さくら      ﾊﾏ ｻｸﾗ          小4

 5  1060 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:35.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
10歳以下

 6  1105 Ryuow               愛  媛  2:40.00

ryuow               
10歳以下

  484 上田こはる      ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ        小3

  485 菊地　希実      ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾐ        小3

  487 岡田ひなた      ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ        小3

  483 京森　和花      ｷｮｳﾓﾘ ﾜｶ        小5

 7  1018 五百木ＳＣ          愛  媛  2:43.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
10歳以下

   74 河井　美優      ｶﾜｲ ﾐﾕ          小4

   73 田村　　菫      ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ         小4

   75 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小4

   76 秀野　　葵      ｼｭｳﾉ ｱｵｲ        小3

 8


