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スタートリスト
競技№： 101 女子  400m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 4:16.69

(ｸﾗｽ)  四国記録 4:17.99

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

2019/01/11 17:17:18 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1039 伊藤ＳＳ            香  川  4:46.00

ｲﾄｳSS               
13～14歳

  127 西川　　葵      ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ        中1

  126 林　　叶華      ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ        中2

  125 荒木　紗弥      ｱﾗｷ ｻﾔ          中2

  128 稲田なつめ      ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂﾒ        中1

 4  1049 坂出伊藤ＳＳ        香  川  4:37.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
13～14歳

 5  1008 ジャパン高松        香  川  4:40.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

   18 栗　　彩菜      ｸﾘ ｱﾔﾅ          中2

   16 淀谷　　遥      ﾖﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ        中2

   17 大井　希莉      ｵｵｲ ｷﾘ          中2

   19 會田　吉音      ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾉ        中2

 6  1178 みかづきＳＳ        高  知  4:46.22

ﾐｶﾂﾞｷSS             
13～14歳

  770 濵田　美優      ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕ         中1

  771 長野　亜音      ﾅｶﾞﾉ ｱﾈ         中1

  774 山本　礼羅      ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾗ        中1

  773 平　ひなた      ﾀｲﾗ ﾋﾅﾀ         中1

 7

 8
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 2組
 1  1058 サンダーＳＳ        香  川  4:33.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

  195 水田　恵那      ﾐｽﾞﾀ ｴﾅ         中1

  197 山下　　聖      ﾔﾏｼﾀ ﾋｼﾞﾘ       中1

  199 森川　莉早      ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ         中1

  194 鎌田　菜月      ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ        中2

 2  1066 JSSセンコー         香  川  4:33.00

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  220 尾上　莉沙      ｵﾉｴ ﾘｻ          中2

  221 勝田　志穂      ｼｮｳﾀﾞ ｼﾎ        中1

  223 戸上和香子      ﾄｶﾞﾐ ﾜｶｺ        中1

  222 飯間　彩葉      ｲｲﾏ ｲﾛﾊ         中1

 3  1160 コミュニティ        愛  媛  4:31.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
13～14歳

 4  1185 ZEYO-ST             高  知  4:26.00

ZEYO-ST             
13～14歳

  813 平山　世織      ﾋﾗﾔﾏ ｾｵﾘ        中2

  810 西ノ内春々      ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ       中2

  815 岩瀬　夕楓      ｲﾜｾ ﾕｳｶ         中1

  812 吉本　涼風      ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｶ       中2

 5  1162 Ryuow               愛  媛  4:30.00

ryuow               
13～14歳

 6  1101 ＯＫＳＳ            徳  島  4:31.89

OKSS                
13～14歳

 7  1118 五百木ＳＣ          愛  媛  4:33.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

  432 桑村　希海      ｸﾜﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ       中2

  436 二神　麻央      ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ        中1

  433 芝　　咲菜      ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         中2

  434 沼野佑未華      ﾇﾏﾉ ﾕﾐｶ         中2

 8  1029 ジャパン観          香  川  4:35.00

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
13～14歳

   87 三宅　咲空      ﾐﾔｹ ｻﾗ          中1

   84 高橋　実子      ﾀｶﾊｼ ﾐｺ         中2

   86 田渕　愛水      ﾀﾌﾞﾁ ｱﾐ         中2

   85 小西　加恋      ｺﾆｼ ｶﾚﾝ         中2


