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スタートリスト
競技№： 206 男子  400m リレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:35.46

(ｸﾗｽ)  四国記録 3:39.80

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 17:17:55 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2  1121 瀬戸内温泉          愛  媛  4:19.00

ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ            
13～14歳

  500 山内　寛大      ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ        中1

  495 尾上　勇喜      ｵﾉｴ ﾕｳｷ         中3

  497 世良　智希      ｾﾗ ﾄﾓｷ          中2

  496 木下　悠生      ｷﾉｼﾀ ﾕｳｾｲ       中2

 3  1144 フィッタ松山        愛  媛  4:00.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
13～14歳

  605 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        中2

  606 坪内　聰典      ﾂﾎﾞｳﾁ ｿｳｽｹ      中1

  607 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       中1

  604 田坂　優成      ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ        中2

 4  1060 JSSセンコー         香  川  4:00.00

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  210 杉田　　優      ｽｷﾞﾀ ﾕｳ         中1

  212 平尾　宏大      ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾞｲ       中1

  211 岩﨑　大知      ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ        中1

  209 堀　　大地      ﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ         中3

 5  1110 五百木ＳＣ          愛  媛  4:00.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

  421 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        中2

  422 三河　瀬那      ﾐｶﾜ ｾﾅ          中2

  419 髙井健太郎      ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ       中2

  420 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       中2

 6  1129 南海朝生田          愛  媛  4:03.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
13～14歳

  551 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         中2

  550 明日　孝允      ｱｹﾋ ﾀｶﾖｼ        中2

  864 山田 　 陣      ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ        中2

  549 髙須賀壮太      ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ        中2

 7

 8
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 2組
 1  1012 ジャパン丸亀        香  川  3:55.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳

 2  1169 みかづきＳＳ        高  知  3:52.64

ﾐｶﾂﾞｷSS             
13～14歳

  757 鎌倉　大和      ｶﾏｸﾗ ﾔﾏﾄ        中2

  758 岡谷　存哲      ｵｶﾀﾆ ﾉﾌﾞｱｷ      中1

  755 奥田　友樹      ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ        中2

  754 栁川　颯太      ﾔﾅｶﾞﾜ ｿｳﾀ       中3

 3  1092 ＯＫＳＳ            徳  島  3:47.19

OKSS                
13～14歳

 4  1050 サンダーＳＳ        香  川  3:46.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

  178 北村　昂大      ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ       中1

  174 中瀬　　駿      ﾅｶｾ ｼｭﾝ         中2

  177 高橋　慶伍      ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ       中2

  176 十川　詩穏      ｿｶﾞﾜ ｼｵﾝ        中2

 5  1042 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:47.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
13～14歳

 6  1154 コミュニティ        愛  媛  3:52.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
13～14歳

 7  1070 ジャパン三木        香  川  3:53.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
13～14歳

  235 山岡　裕明      ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ       中2

  238 寺尾　温大      ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ         中1

  239 安田　拓哉      ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ        中1

  240 岡崎　真也      ｵｶｻﾞｷ ｼﾝﾔ       中1

 8  1150 フィッタ重信        愛  媛  3:55.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
13～14歳

  630 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中2

  629 重松　春輝      ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾙｷ       中2

  632 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      中1

  633 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          中1


