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スタートリスト
競技№：  22 男子  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:37.47

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 16:33:19 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1016 フィッタ松山        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  404 島田　　希      ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ       小6

  398 伊藤　路人      ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾄ        中3

  399 田坂　優成      ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ        中2

  397 島田　友希      ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ        中3

 4  1009 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:55.50

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  249 後藤　佑輔      ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ       高1

  256 程野　裕介      ﾎﾄﾞﾉ ﾕｳｽｹ       中2

  257 佐々木健成      ｻｻｷ ﾀｹﾙ         中2

  259 谷村　広樹      ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｷ        中1

 5  1020 フィッタ重信        愛  媛  1:58.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  442 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      中1

  443 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          中1

  437 重見　陸斗      ｼｹﾞﾐ ﾘｸﾄ        中3

  441 山﨑　奏悠      ﾔﾏｻｷ ｿｳﾕｳ       中2

 6  1004 Z-UP                愛  媛  2:20.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
無差別

  195 髙橋　波留      ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ         小6

  196 菊山　雄大      ｷｸﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ      小5

  197 北條　陽天      ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾅﾀ      小5

  198 山之内僚汰      ﾔﾏﾉｳﾁ ﾘｮｳﾀ      小5

 7

 8
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 2組
 1  1013 南海朝生田          愛  媛  1:52.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  300 二宮　那央      ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ         高1

  303 髙須賀壮太      ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ        中2

  304 明日　孝允      ｱｹﾋ ﾀｶﾖｼ        中2

  305 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         中2

 2  1019 フィッタ重信        愛  媛  1:50.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  435 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       高1

  438 重松　春輝      ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾙｷ       中2

  436 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       中3

  440 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中2

 3  1026 コミュニティ        愛  媛  1:48.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 4  1001 五百木ＳＣ          愛  媛  1:47.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

 5  1031 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  1:47.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

 6  1008 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:49.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  246 廣井　和也      ﾋﾛｲ ｶｽﾞﾔ        高2

  252 谷村　大樹      ﾀﾆﾑﾗ ﾀﾞｲｷ       中3

  253 岡本　大翔      ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ        中2

  254 菊池　真弥      ｷｸﾁ ﾏｻﾔ         中2

 7  1029 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  1:50.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
無差別

 8  1023 リー保内            愛  媛  1:55.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  466 竹井　優雅      ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ        中2

  467 眞矢大志朗      ﾏﾔ ﾀﾞｲｼﾛｳ       中2

  468 呉石　智哉      ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ        中2

  469 谷口　駿成      ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ     中1
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 3組
 1  1017 フィッタ松山        愛  媛  1:45.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  400 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        中2

  395 桂　　瑠星      ｶﾂﾗ ﾘｭｳｾｲ       高2

  396 大井　義之      ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ        高2

  394 其田　　海      ｿﾉﾀﾞ ｶｲ         高3

 2  1025 コミュニティ        愛  媛  1:43.50

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 3  1015 石原ＳＣ            愛  媛  1:39.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  373 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高3

  382 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        中3

  378 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       高1

  374 友澤　雅崇      ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ      高2

 4  1003 Z-UP                愛  媛  1:13.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
無差別

  191 山口　尚秀      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾃﾞ     高3

  193 廣瀬　合輝      ﾋﾛｾ ｺﾞｳｷ        中3

  192 間　　祐輔      ﾊｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ       中3

  194 松本　将汰      ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ       中1

 5  1007 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:39.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             高校
無差別

  247 下田　　嶺      ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ        高2

  251 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        高1

  248 久米　崇汰      ｸﾒ ｿｳﾀ          高1

  250 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        高1

 6  1022 リー保内            愛  媛  1:41.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  464 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          中3

  462 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        高1

  461 宮中　悠希      ﾐﾔﾅｶ ﾕｳｷ        高2

  465 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       中3

 7  1012 南海朝生田          愛  媛  1:45.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  297 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       高3

  299 増田　頼人      ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ        高2

  301 竹ノ内　悠      ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳ        中3

  298 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        高2

 8  1005 ファイブテン        愛  媛  1:46.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  203 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         高2

  204 白石　　海      ｼﾗｲｼ ｶｲ         中3

  206 山口　　空      ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ        中2

  212 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小6


