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スタートリスト
競技№：   7 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

10歳以下

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:23.48

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:23.48

     

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

2019/11/16 13:11:20 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1085 フィッタ重信        愛  媛  3:20.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
10歳以下

  430 小糸　凛子      ｺｲﾄ ﾘｺ          小3

  431 神野　心愛      ｼﾞﾝﾉ ﾐｱ         小3

  429 中田　律子      ﾅｶﾀ ﾘﾂｺ         小4

  428 参川　莉子      ｻﾝｶﾞﾜ ﾘｺ        小5

 4  1063 ＭＧ双葉            愛  媛  2:47.00

MGﾌﾀﾊﾞ              
10歳以下

  321 杉本　奈月      ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ       小4

  322 村上　慧音      ﾑﾗｶﾐ ｴﾉ         小4

  324 門岡　心遥      ｶﾄﾞｵｶ ｺﾊﾙ       小4

  323 渡部　夢菜      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾅ       小4

 5  1092 競泳塾Again         愛  媛  3:00.00

Again               
10歳以下

  490 浦辻　弥琴      ｳﾗﾂｼﾞ ﾐｺﾄ       小4

  487 サラモノフスキモ ｻﾗﾓﾉﾌｽｷ ﾓﾆｶ     小4

  488 桐内　愛実      ｷﾘｳﾁ ｱﾐ         小4

  489 松尾　咲良      ﾏﾂｵ ｻｸﾗ         小4

 6

 7

 8
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 2組
 1

 2  1105 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:40.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
10歳以下

  553 萩野　由菜      ﾊｷﾞﾉ ﾕﾅ         小5

  557 忽那　風香      ｸﾂﾅ ﾌｳｶ         小3

  554 内藤　結華      ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ        小4

  558 黒田　　菫      ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ        小3

 3  1016 五百木ＳＣ          愛  媛  2:37.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
10歳以下

   70 秀野　　葵      ｼｭｳﾉ ｱｵｲ        小4

   71 井上　心稟      ｲﾉｳｴ ｺｺﾘ        小3

   69 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小5

   68 河井　美優      ｶﾜｲ ﾐﾕ          小5

 4  1089 リー保内            愛  媛  2:30.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
10歳以下

  453 清水　結生      ｼﾐｽﾞ ﾕｳ         小4

  451 大西　未桜      ｵｵﾆｼ ﾐｵ         小4

  449 中田　桃歌      ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ         小5

  450 天野　衣音      ｱﾏﾉ ｲｵ          小5

 5  1074 フィッタ松山        愛  媛  2:31.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
10歳以下

  385 星山　心結      ﾎｼﾔﾏ ｺﾅ         小4

  386 西田　瑚雪      ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ        小4

  384 乃万　美嘉      ﾉﾏ ﾐｶ           小4

  387 大野　結菜      ｵｵﾉ ﾕﾅ          小4

 6  1098 Ryuow               愛  媛  2:38.00

ryuow               
10歳以下

  511 菊地　希実      ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾐ        小4

  510 上田こはる      ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ        小4

  513 岡田ひなた      ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ        小4

  515 前田　京香      ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｶ       小3

 7  1042 ファイブテン        愛  媛  2:45.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
10歳以下

  229 二宮　花音      ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ        小4

  230 弓立　結香      ﾕﾀﾞﾃ ﾕｲｶ        小4

  231 今井　楓乃      ｲﾏｲ ｶﾉ          小4

  233 深川　花夏      ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ        小3

 8


