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スタートリスト
競技№：  94 男子  200m リレー タイム決勝

15～18歳

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:39.53

(ｸﾗｽ)  大会記録 1:39.53

     

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 13:42:57 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1017 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
15～18歳

   76 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        高1

   78 伊須　新太      ｲｽ ｱﾗﾀ          高1

   74 市原　舜鷹      ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ        高2

   72 石﨑慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     高3

 4  1078 フィッタ重信        愛  媛  1:52.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
15～18歳

  397 重松　春輝      ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾙｷ       中3

  395 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       高1

  394 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       高2

  393 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        高2

 5  1106 えいしSC砥部        愛  媛  1:52.00

ｴｲｼSCﾄﾍﾞ            
15～18歳

  607 重見　祐人      ｼｹﾞﾐ ﾕｳﾄ        高1

  605 二宮　那央      ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ         高2

  606 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         高1

  608 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         中3

 6

 7

 8
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 2組
 1  1029 ＭＧ瀬戸内          愛  媛  1:50.00

MGｾﾄｳﾁ              
15～18歳

 2  1027 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  1:45.00

ESRT                
15～18歳

  113 竹内　稜翔      ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ      高1

  112 小野　聖流      ｵﾉ ｾｲﾅ          高2

  115 藤原　優斗      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ       中3

  114 永井　勇志      ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼ        高1

 3  1005 五百木ＳＣ          愛  媛  1:43.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
15～18歳

   24 井上　陽葵      ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ        高1

   25 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       中3

   23 高岡　大陸      ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ       高2

   22 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高3

 4  1044 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:40.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
15～18歳

  238 久米　崇汰      ｸﾒ ｿｳﾀ          高2

  243 菊池　真弥      ｷｸﾁ ﾏｻﾔ         中3

  240 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        高2

  239 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        高2

 5  1065 石原ＳＣ            愛  媛  1:40.00

ｲｼﾊﾗ                
15～18歳

  333 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       高2

  330 廣川勇太郎      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      高2

  336 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          高2

  337 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        高1

 6  1052 アズサ松山          愛  媛  1:44.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
15～18歳

  278 菊地　空音      ｷｸﾁ ｱｵﾄ         高1

  276 赤藤　吏紅      ｱｶﾌｼﾞ ﾘｸ        高1

  275 兵頭　慧真      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹｲｼﾝ     高2

  274 田所　優斗      ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾄ       高2

 7  1057 ＭＧ双葉            愛  媛 棄権

MGﾌﾀﾊﾞ              
15～18歳

 8


