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2019/06/29 14:43:45 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1014 Z-UP                愛  媛  2:20.36

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
小学５・６年生

  172 菊山　雄大      ｷｸﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ      小6

  179 大成　理愛      ｵｵﾅﾙ ﾘｴ         小5

  174 北條　陽天      ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾅﾀ      小6

  178 森　　天乃      ﾓﾘ ｱﾏﾉ          小5

 4  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  2:13.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学５・６年生

   23 荒木　颯斗      ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ         小6

   56 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小5

   26 池田　昂生      ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ       小6

   47 大塚みらい      ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ        小6

 5  1013 ＭＧ瀬戸内          愛  媛  2:18.00

MGｾﾄｳﾁ              
小学５・６年生
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 8
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 2組
 1  1035 コミュニティ        愛  媛  2:11.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
小学５・６年生

 2  1033 リー保内            愛  媛  2:10.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
小学５・６年生

  387 菊池　虎男      ｷｸﾁ ｺﾅﾝ         小6

  403 天野　衣音      ｱﾏﾉ ｲｵ          小5

  399 大西　紗羅      ｵｵﾆｼ ｻﾗ         小6

  386 谷口　蓮次      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝｼﾞ      小6

 3  1025 フィッタ松山        愛  媛  2:08.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
小学５・６年生

 4  1039 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:06.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
小学５・６年生

  469 日野姫花李      ﾋﾉ ﾋｶﾘ          小6

  458 白石　和士      ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ       小5

  468 能瀬　平莉      ﾉｾ ﾋﾗﾘ          小6

  456 石原孝太郎      ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ      小6

 5  1012 西条ＳＣ            愛  媛  2:07.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            
小学５・６年生

  132 野川　　陸      ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ         小6

  133 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小5

  151 山内　香音      ﾔﾏｳﾁ ｶﾉﾝ        小6

  149 三村　涼葉      ﾐﾑﾗ ｽｽﾞﾊ        小6

 6  1030 フィッタ重信        愛  媛  2:10.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
小学５・６年生

  361 大松廉太朗      ｵｵﾏﾂ ﾚﾝﾀﾛｳ      小6

  362 横山　心大      ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀ        小6

  375 越智　佳澄      ｵﾁ ｶｽﾐ          小6

  377 田丸　一花      ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ         小6

 7  1021 アズサ松山          愛  媛  2:11.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
小学５・６年生

  252 三瀬　優翔      ﾐｾ ﾕｳﾄ          小6

  266 大谷　心咲      ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ        小6

  262 柏田　萌菜      ｶｼﾜﾀﾞ ﾓｴﾅ       小6

  251 山﨑　創太      ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ        小6
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 3組
 1  1017 ファイブテン        愛  媛  2:06.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
小学５・６年生

  207 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小5

  204 高橋　杏実      ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ        小6

  181 金子　煌生      ｶﾈｺ ｺｳｷ         小6

  182 弓立　奏太      ﾕﾀﾞﾃ ｿｳﾀ        小6

 2  1008 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  2:04.00

ESRT                
小学５・６年生

  101 久保翔太郎      ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ      小5

   95 岡本　悠希      ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ        小6

  118 内田　侑花      ｳﾁﾀﾞ ﾕｶ         小5

  117 小椋　萌可      ｵｸﾞﾗ ﾓｶ         小5

 3  1040 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:02.80

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
小学５・６年生

  480 兵頭虎太朗      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ     小5

  479 忽那　海音      ｸﾂﾅ ｶｲﾄ         小5

  495 中矢　歩結      ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ         小6

  494 勝木　心晴      ｶﾂｷ ｺﾊﾙ         小6

 4  1037 Ryuow               愛  媛     0.01

ryuow               
小学５・６年生

  444 松本　結奈      ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲﾅ        小6

  435 宮岡　汰知      ﾐﾔｵｶ ﾀｲﾁ        小5

  434 井上　雄斗      ｲﾉｳｴ ﾀｹﾄ        小5

  445 京森　和花      ｷｮｳﾓﾘ ﾜｶ        小6

 5  1024 ＭＧ双葉            愛  媛  1:59.00

MGﾌﾀﾊﾞ              
小学５・６年生

 6  1045 コナミ松山          愛  媛  2:03.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             
小学５・６年生

  513 奈良　孟拓      ﾅﾗ ﾀｹﾋﾛ         小6

  528 森川　絵理      ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ         小5

  529 清田　俐帆      ｷﾖﾀ ﾘﾎ          小5

  514 村田　　楓      ﾑﾗﾀ ｶｴﾃﾞ        小6

 7  1007 南海ＤＣ            愛  媛  2:05.00

ﾅﾝｶｲDC              
小学５・６年生

   69 小野　寛生      ｵﾉ ｶﾝｾｲ         小6

   70 立石　陽大      ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ        小6

   84 和田菜々実      ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ         小6

   83 藤井　里歩      ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ         小6

 8  1018 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:06.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
小学５・６年生

  230 石村　思穏      ｲｼﾑﾗ ｼｵﾝ        小6

  233 岡本　望愛      ｵｶﾓﾄ ﾓｱ         小5

  221 二宮蒼志郎      ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ      小6

  219 土居　陸翔      ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ         小6


