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スタートリスト
競技№：   8 男子  200m メドレーリレー タイム決勝

10歳以下

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:24.67

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 7:33:08 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1023 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
10歳以下

 4  1032 西条ＳＣ            愛  媛  2:50.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            
10歳以下

  143 塩出　心剛      ｼｵﾃﾞ ｼﾝｺﾞ       小2

  142 三宅　裕貴      ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ         小4

  140 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小4

  144 濱田　　基      ﾊﾏﾀﾞ ﾓﾄｲ        小2

 5  1044 ファイブテン        愛  媛  2:56.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
10歳以下

  205 森田　蒼琉      ﾓﾘﾀ ﾉｱ          小3

  200 山口　右京      ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｷｮｳ      小5

  206 金田　莉東      ｶﾈﾀﾞ ﾘﾄ         小2

  202 大滝　陽平      ｵｵﾀｷ ﾖｳﾍｲ       小4

 6

 7

 8
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 2組
 1  1101 Ryuow               愛  媛  2:42.00

ryuow               
10歳以下

  467 井上　雄斗      ｲﾉｳｴ ﾀｹﾄ        小4

  469 上岡　莉己      ｳｴｵｶ ﾘｷ         小3

  470 井上　幹雄      ｲﾉｳｴ ﾐｷｵ        小3

  468 竹本　大輝      ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ       小3

 2  1095 リー保内            愛  媛  2:40.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
10歳以下

  421 菊池　瑛太      ｷｸﾁ ｴｲﾀ         小3

  418 谷口　蓮次      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝｼﾞ      小5

  420 玉井　淳規      ﾀﾏｲ ｱﾂｷ         小4

  419 菊池　虎男      ｷｸﾁ ｺﾅﾝ         小5

 3  1069 マコトSC双葉        愛  媛  2:40.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
10歳以下

 4  1115 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:30.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
10歳以下

  507 忽那　海音      ｸﾂﾅ ｶｲﾄ         小4

  509 大石　陵雅      ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ      小4

  508 兵頭虎太朗      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ     小4

  512 大森　真慶      ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ       小3

 5  1010 五百木ＳＣ          愛  媛  2:35.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
10歳以下

   46 池田　昂生      ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ       小5

   49 小笠原優希      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ      小4

   47 三河　琉伽      ﾐｶﾜ ﾙｶ          小5

   48 伊藤　諒成      ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ       小4

 6  1085 フィッタ松山        愛  媛  2:40.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
10歳以下

  368 辻田　裕真      ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾏ        小4

  370 平田　優貴      ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ         小3

  369 駄場　匠介      ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ      小4

  372 八重川　輝      ﾔｴｶﾜ ﾃﾙ         小3

 7  1109 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:40.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
10歳以下

  488 宇佐美甚吉      ｳｻﾐ ｼﾞﾝｷﾁ       小5

  490 越智　翔麻      ｵﾁ ｼｮｳﾏ         小3

  492 宇佐美弥市      ｳｻﾐ ﾔｲﾁ         小3

  489 白石　和士      ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ       小4

 8


