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競技№：  40 混合  200m リレー 予選

小学３・４年生
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(ｸﾗｽ)  大会記録 2:06.44

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

2019/06/29 14:43:39 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1023 ＭＧ双葉            愛  媛  3:05.00

MGﾌﾀﾊﾞ              
小学３・４年生

 2  1029 フィッタ重信        愛  媛  2:40.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
小学３・４年生

  380 中田　律子      ﾅｶﾀ ﾘﾂｺ         小4

  370 横山太生斗      ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾄ        小3

  381 小糸　凛子      ｺｲﾄ ﾘｺ          小3

  369 十亀　優哉      ﾄｶﾞﾒ ﾏｻﾔ        小3

 3  1034 コミュニティ        愛  媛  2:29.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
小学３・４年生

 4  1001 ﾌｨｯﾀ新居浜          愛  媛  2:29.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            
小学３・４年生

   15 伊藤　夏樹      ｲﾄｳ ﾅﾂｷ         小4

   19 山林　美貴      ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾐｷ       小4

   12 後藤　謙斗      ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾄ        小4

   18 中村　優希      ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        小4

 5  1009 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  2:29.00

ESRT                
小学３・４年生

  123 青木　花音      ｱｵｷ ﾊﾅ          小3

  110 門田　陸翔      ﾓﾝﾀ ﾘｸﾄ         小3

  109 尾藤　渉大      ﾋﾞﾄｳ ｱﾕﾄ        小3

  122 岡本　彩花      ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ        小3

 6  1032 リー保内            愛  媛  2:32.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
小学３・４年生

  404 大西　未桜      ｵｵﾆｼ ﾐｵ         小4

  392 松本　大和      ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ        小3

  406 清水　結生      ｼﾐｽﾞ ﾕｳ         小4

  389 菊池　瑛太      ｷｸﾁ ｴｲﾀ         小4

 7  1020 アズサ松山          愛  媛  2:50.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
小学３・４年生

  270 永田　実悠      ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ         小4

  257 高岡　煌大      ﾀｶｵｶ ｺｳﾀﾞｲ      小3

  258 矢野　正宗      ﾔﾉ ﾏｻﾑﾈ         小3

  271 山﨑　千世      ﾔﾏｻｷ ﾁｾ         小4
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 2組
 1  1044 コナミ松山          愛  媛  2:25.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             
小学３・４年生

  517 近藤　創太      ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ       小4

  518 田村　　公      ﾀﾑﾗ ｺｳ          小3

  530 水口　　倫      ﾐﾅｸﾁ ﾘﾝ         小4

  531 村田　　椛      ﾑﾗﾀ ﾓﾐｼﾞ        小4

 2  1006 南海ＤＣ            愛  媛  2:25.00

ﾅﾝｶｲDC              
小学３・４年生

   88 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小4

   77 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小3

   87 長井　　仁      ﾅｶﾞｲ ﾆﾁｶ        小4

   75 神野　叶羽      ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ         小4

 3  1041 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:20.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
小学３・４年生

  484 大森　真慶      ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ       小4

  501 忽那　風香      ｸﾂﾅ ﾌｳｶ         小3

  497 内藤　結華      ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ        小4

  487 小松　久人      ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ         小4

 4  1036 Ryuow               愛  媛     0.01

ryuow               
小学３・４年生

  450 岡田ひなた      ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ        小4

  447 上田こはる      ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ        小4

  437 竹本　大輝      ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ       小4

  438 上岡　莉己      ｳｴｵｶ ﾘｷ         小4

 5  1026 フィッタ松山        愛  媛  2:13.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
小学３・４年生

 6  1038 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:22.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
小学３・４年生

  464 宇佐美弥市      ｳｻﾐ ﾔｲﾁ         小4

  473 能瀬　愛歩      ﾉｾ ﾏﾅﾐ          小4

  460 越智　翔麻      ｵﾁ ｼｮｳﾏ         小4

  474 能瀬　奏歩      ﾉｾ ｶﾅﾐ          小4

 7  1016 ファイブテン        愛  媛  2:25.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
小学３・４年生

  195 森田　蒼琉      ﾓﾘﾀ ﾉｱ          小4

  197 金田　莉東      ｶﾈﾀﾞ ﾘﾄ         小3

  208 細川　美海      ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ         小4

  213 深川　花夏      ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ        小3

 8  1003 五百木ＳＣ          愛  媛  2:27.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
小学３・４年生

   40 玉井　央輔      ﾀﾏｲ ｵｳｽｹ        小4

   36 上野　球人      ｳｴﾉ ｷｭｳﾄ        小4

   61 井上　心稟      ｲﾉｳｴ ｺｺﾘ        小3

   58 秀野　　葵      ｼｭｳﾉ ｱｵｲ        小4


