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スタートリスト
競技№：  92 男子  200m リレー タイム決勝

13～14歳

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:47.66

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:47.66

     

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 13:11:53 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1018 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
13～14歳

   85 西岡　颯大      ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ        中1

   81 立石　凌翔      ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ       中3

   82 藤本　大勢      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ      中3

   87 大野孝太郎      ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ       中1

 4  1091 競泳塾Again         愛  媛  2:00.00

Again               
13～14歳

  477 黒野　裕馬      ｸﾛﾉ ﾕｳﾏ         中2

  479 山内　康輔      ﾔﾏｳﾁ ｺｳｽｹ       中2

  478 菅　煌之介      ｶﾝ ｺｳﾉｽｹ        中2

  482 藤田　導夢      ﾌｼﾞﾀ ﾄﾞｳﾑ       中2

 5  1107 えいしSC砥部        愛  媛  2:05.00

ｴｲｼSCﾄﾍﾞ            
13～14歳

  612 佐藤　　光      ｻﾄｳ ﾋｶﾙ         中1

  610 山田　健介      ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ       中1

  611 窪田　天宙      ｸﾎﾞﾀ ｿﾗ         中1

  609 白石　健人      ｼﾗｲｼ ｹﾝﾄ        中2

 6

 7

 8
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 2組
 1

 2  1077 フィッタ重信        愛  媛  1:55.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
13～14歳

  398 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中3

  399 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      中2

  400 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          中2

  401 宮内　翔正      ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾏ       中2

 3  1030 ＭＧ瀬戸内          愛  媛  1:54.00

MGｾﾄｳﾁ              
13～14歳

 4  1069 フィッタ松山        愛  媛  1:46.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
13～14歳

  361 島田　　希      ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ       中1

  359 伊達　雄哉      ﾀﾞﾃ ﾕｳﾔ         中2

  360 平野　　資      ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ         中1

  358 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       中2

 5  1066 石原ＳＣ            愛  媛  1:52.00

ｲｼﾊﾗ                
13～14歳

  343 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        中3

  345 檜垣　　光      ﾋｶﾞｷ ﾋｶﾙ        中1

  346 坪田　　陸      ﾂﾎﾞﾀ ﾘｸ         中1

  344 竹永　悠人      ﾀｹﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ       中2

 6  1004 五百木ＳＣ          愛  媛  1:55.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

   29 瀬戸　蒼陽      ｾﾄ ｱｵﾔ          中2

   28 永野　隼翔      ﾅｶﾞﾉ ﾊﾔﾄ        中2

   31 沼野　翔輝      ﾇﾏﾉ ﾄｷ          中1

   26 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        中3

 7  1033 ファイブテン        愛  媛  1:57.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
13～14歳

  201 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       中1

  197 安藤　央起      ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ       中2

  202 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      中1

  200 松島　航星      ﾏﾂｼﾏ ｺｳｾｲ       中1

 8


