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スタートリスト
競技№： 207 女子  400m リレー タイム決勝

CS

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:45.80

(ｸﾗｽ)  四国記録 3:51.05

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 17:17:59 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1159 コミュニティ        愛  媛  4:16.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
CS

 4  1046 坂出伊藤ＳＳ        香  川  4:12.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
CS

 5  1064 JSSセンコー         香  川  4:14.00

JSSｾﾝｺｰ             
CS

  216 河野　優香      ｺｳﾉ ﾕｳｶ         高1

  217 川田　晏莉      ｶﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ        高1

  218 成田　佳乃      ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ         中3

  215 林田　望実      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ      高2

 6

 7

 8
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 2組
 1  1189 NSP高知             高  知  4:06.17

NSPｺｳﾁ              
CS

  856 角岡　　爽      ｽﾐｵｶ ｻﾔｶ        高2

  854 安達祐里奈      ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘﾅ        高2

  857 西山千梨夏      ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ        高1

  855 首藤　大果      ｼｭﾄｳ ｵｵｶ        高2

 2  1019 ジャパン丸亀        香  川  4:03.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
CS

 3  1184 ZEYO-ST             高  知  3:58.00

ZEYO-ST             
CS

  805 山下　理子      ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ         中3

  803 矢部瀬里香      ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         高1

  809 佐古田彩里      ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ        中3

  802 松木　琴美      ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        高2

 4  1056 サンダーＳＳ        香  川  3:55.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
CS

  190 高橋美沙姫      ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        高1

  189 大高八重子      ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ        高1

  185 伊丹　千晴      ｲﾀﾐ ﾁﾊﾙ         高2

  183 安藤　梨沙      ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ        高3

 5  1084 ハッピー阿南        徳  島  3:56.80

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
CS

 6  1026 ジャパン観          香  川  4:00.00

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
CS

   81 好川あゆみ      ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ        高2

   82 合田　美咲      ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ       中3

   83 三谷　公美      ﾐﾀﾆ ｸﾐ          中3

   80 荻田　朱理      ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ        高2

 7  1116 五百木ＳＣ          愛  媛  4:05.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
CS

  426 秀野　由光      ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         高2

  427 桑村　七海      ｸﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ        高2

  428 秀野　亜耶      ｼｭｳﾉ ｱﾔ         中3

  429 岡本　美里      ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ        中3

 8  1174 みかづきＳＳ        高  知  4:08.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             
CS

  765 奥田　友菜      ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾅ        高2

  767 山本　佳希      ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉ         高1

  768 博田ゆいな      ﾊｶﾀ ﾕｲﾅ         高1

  766 田中　亜海      ﾀﾅｶ ｱﾐ          高1


