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スタートリスト
競技№：   1 女子  200m リレー 予選

無差別

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:45.58

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

2018/09/28 11:58:30 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2  1021 フィッタ重信        愛  媛  2:12.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  454 川原　　葵      ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ        高1

  460 田丸　一花      ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ         小5

  455 戸田　彩香      ﾄﾀﾞ ｱﾔｶ         中3

  456 佐伯　穂果      ｻｲｷ ﾎﾉｶ         中3

 3  1030 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:05.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
無差別

 4  1033 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:02.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

 5  1014 南海朝生田          愛  媛  2:05.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  308 渡邉　琴音      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ       中3

  309 永井　沙耶      ﾅｶﾞｲ ｻﾔ         中2

  311 越智　桃乃      ｵﾁ ﾓﾓﾉ          中1

  310 井上　幸乃      ｲﾉｳｴ ｻﾁﾉ        中2

 6  1018 フィッタ松山        愛  媛  2:08.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  427 吉田　千暁      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        小4

  431 西田　瑚雪      ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ        小3

  425 濱　さくら      ﾊﾏ ｻｸﾗ          小4

  426 高山　結衣      ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ         小4
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 1  1024 リー保内            愛  媛  2:02.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  478 山中　紗和      ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ         中1

  475 山本　咲良      ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ        中2

  476 藤田　涼花      ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞｶ       中2

  479 宮中　彩希      ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ        小6

 2  1011 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:56.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  276 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中3

  277 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        中1

  274 廣井　優花      ﾋﾛｲ ﾕｶ          高1

  272 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          高1

 3  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  1:53.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

 4  1010 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:47.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  270 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         高2

  268 三好　温子      ﾐﾖｼ ｱﾂｺ         高2

  273 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        高1

  275 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         中3

 5  1027 コミュニティ        愛  媛  1:51.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 6  1028 コミュニティ        愛  媛  1:55.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 7  1006 ファイブテン        愛  媛  1:57.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  230 田村　祐奈      ﾀﾑﾗ ﾕﾅ          中2

  226 吉田　若菜      ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ        高2

  229 神野　朱里      ｼﾞﾝﾉ ｼｭﾘ        中2

  227 深川　瑚夏      ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ       中3

 8  1032 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:02.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別


