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スタートリスト
競技№：  99 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

11～12歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 2:01.48

(ｸﾗｽ)  四国記録 2:02.16

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 17:17:09 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1139 マコトSC双葉        愛  媛  2:19.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
11～12歳

  581 髙田　夏帆      ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ         小5

  579 伊藤菜々海      ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ         小6

  582 藤原　愛菜      ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾅ       小5

  578 水田結依子      ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ        小6

 2  1166 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:17.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
11～12歳

  705 釘宮　遥花      ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ       小6

  707 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        小6

  706 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小6

  704 豊田明歩実      ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ         小6

 3  1065 JSSセンコー         香  川  2:17.00

JSSｾﾝｺｰ             
11～12歳

  225 岡　　柚希      ｵｶ ﾕｽﾞｷ         小6

  224 烏谷　理希      ｶﾗｽﾀﾞﾆ ﾘｷ       小6

  227 尾上　未來      ｵﾉｴ ﾐｸ          小5

  226 新名　祐依      ｼﾝﾐｮｳ ﾕｲ        小6

 4  1086 ハッピー阿南        徳  島  2:15.71

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
11～12歳

 5  1176 みかづきＳＳ        高  知  2:16.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             
11～12歳

  778 松井　遥南      ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ         小5

  777 小島　百桃      ｵｼﾞﾏ ﾓﾓ         小5

  776 栗山　陽菜      ｸﾘﾔﾏ ﾕﾅ         小5

  775 明神　咲来      ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻﾗ       小6

 6  1148 フィッタ松山        愛  媛  2:17.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
11～12歳

  616 清家　美羽      ｾｲｹ ﾐｳ          小6

  618 大谷　心咲      ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ        小5

  615 西岡奈津樹      ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ        小6

  617 三島　綾乃      ﾐｼﾏ ｱﾔﾉ         小6

 7  1038 伊藤ＳＳ            香  川  2:18.00

ｲﾄｳSS               
11～12歳

  131 篠原　瑠花      ｼﾉﾊﾗ ﾙｶ         小6

  130 大久保莉子      ｵｵｸﾎﾞ ﾘｺ        小6

  129 宮武　夢佳      ﾐﾔﾀｹ ﾕﾒｶ        小6

  132 冨田　悠花      ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ         小6

 8  1109 アサンＳＣ          徳  島  2:20.00

ｱｻﾝｽﾎﾟｰﾂ            
11～12歳

  409 加集　優実      ｶｼｭｳ ﾏｻﾐ        小5

  408 福永　万琴      ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ       小5

  407 吉岡まなつ      ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾂ        小6

  406 福永　凜乃      ﾌｸﾅｶﾞ ﾘﾉ        中1
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 2組
 1  1127 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:15.50

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
11～12歳

 2  1079 ジャパン三木        香  川  2:15.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
11～12歳

  256 横田　美翼      ﾖｺﾀ ﾐﾊﾈ         小5

  253 小野　梓紗      ｵﾉ ｱｽﾞｻ         中1

  254 林　ゆり子      ﾊﾔｼ ﾕﾘｺ         小6

  255 黒川　史織      ｸﾛｶﾜ ｼｵﾘ        小6

 3  1057 サンダーＳＳ        香  川  2:14.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
11～12歳

  203 大高千代子      ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ        小6

  206 三橋　美羽      ﾐﾂﾊｼ ﾐｳ         小5

  202 越智あいら      ｵﾁ ｱｲﾗ          小6

  200 古瀬　優衣      ﾌﾙｾ ﾕｲ          中1

 4  1007 ジャパン高松        香  川  2:09.82

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
11～12歳

   25 淀谷　　希      ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ       小5

   23 新谷　陽那      ｼﾝﾀﾆ ﾋﾅ         小6

   20 中西　美優      ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ        小6

   21 三原　彩姫      ﾐﾊﾗ ｱﾔﾒ         小6

 5  1020 ジャパン丸亀        香  川  2:13.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
11～12歳

 6  1117 五百木ＳＣ          愛  媛  2:14.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
11～12歳

  443 大川　心暖      ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ        小6

  440 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小6

  439 上田　　凛      ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ         小6

  444 大塚みらい      ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ        小5

 7  1028 ジャパン観          香  川  2:15.44

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
11～12歳

   88 千秋　月花      ﾁｱｷ ﾙﾅ          小6

   91 山本　更紗      ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗｻ        小6

   92 大平　彩月      ｵｵﾋﾗ ｱｻｷﾞ       小6

   90 岩本　羽未      ｲﾜﾓﾄ ｳﾐ         小6

 8  1099 ＯＫＳＳ            徳  島  2:15.53

OKSS                
11～12歳


