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2019/01/11 17:18:04 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1179 ＪＳＳ高知          高  知  3:55.00

JSSｺｳﾁ              
CS

  781 米津　伸治      ﾖﾈﾂﾞ ｼﾝｼﾞ       高2

  783 長吉　　潤      ﾅｶﾞﾖｼ ｼﾞｭﾝ      高1

  782 川村　逸斗      ｶﾜﾑﾗ ｲｯﾄ        高1

  784 井上　健太      ｲﾉｳｴ ｹﾝﾀ        中3

 4  1102 ＯＫ脇町            徳  島  3:51.99

OKﾜｷﾏﾁ              
CS

 5  1151 フィッタ重信        愛  媛  3:55.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
CS

  626 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       高1

  627 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       中3

  625 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        高1

  628 重見　陸斗      ｼｹﾞﾐ ﾘｸﾄ        中3

 6

 7

 8
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 2組
 1  1130 南海朝生田          愛  媛  3:46.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
CS

  544 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       高3

  546 増田　頼人      ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ        高2

  547 竹ノ内　悠      ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳ        中3

  545 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        高2

 2  1105 ＯＫ藍住            徳  島  3:45.00

OKｱｲｽﾞﾐ             
CS

 3  1153 コミュニティ        愛  媛  3:42.50

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
CS

 4  1071 ジャパン三木        香  川  3:38.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
CS

  230 古安　歓地      ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ        高3

  234 多川　莉玖      ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ         高1

  232 林　虎之介      ﾊﾔｼ ﾄﾗﾉｽｹ       高2

  231 真鍋　大輔      ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ      高2

 5  1051 サンダーＳＳ        香  川  3:38.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             
CS

  172 渡辺　翔大      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      中3

  170 髙橋　慶亘      ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ      高1

  169 平田　大貴      ﾋﾗﾀ ﾋﾛｷ         高1

  166 樋本　拓真      ﾋﾓﾄ ﾀｸﾏ         高2

 6  1111 五百木ＳＣ          愛  媛  3:43.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
CS

  418 井上　陽葵      ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ        中3

  416 高岡　大陸      ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ       高1

  414 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        高3

  415 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高2

 7  1133 アズサ松山          愛  媛  3:45.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
CS

 8  1143 フィッタ松山        愛  媛  3:47.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
CS
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 3組
 1  1187 NSP高知             高  知  3:35.96

NSPｺｳﾁ              
CS

  834 筒井　大介      ﾂﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ       高2

  840 安岡　維吹      ﾔｽｵｶ ｲﾌﾞｷ       高1

  839 池本　博翔      ｲｹﾓﾄ ﾋﾛﾄ        高1

  846 坂本　昂太      ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ        中3

 2  1141 石原ＳＣ            愛  媛  3:33.50

ｲｼﾊﾗ                
CS

  592 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       高1

  587 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高3

  595 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        中3

  588 友澤　雅崇      ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ      高2

 3  1091 ＯＫＳＳ            徳  島  3:31.46

OKSS                
CS

 4  1041 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:29.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
CS

 5  1080 ハッピー阿南        徳  島  3:31.11

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
CS

 6  1002 ジャパン高松        香  川  3:32.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
CS

    2 長尾　祥伍      ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｺﾞ      高2

    1 小松　俊之      ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ        高2

    3 三原　一真      ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ        高2

    4 山下　素直      ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ        高2

 7  1168 みかづきＳＳ        高  知  3:35.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             
CS

  753 津江　透仁      ﾂｴ ﾕｷﾋﾄ         中3

  752 安原　聖力      ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ       高1

  750 濵田雄一朗      ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     高1

  749 本田　翔規      ﾎﾝﾀﾞ ﾄｷ         高3

 8  1011 ジャパン丸亀        香  川  3:38.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
CS


