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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

2019/09/28 4:51:43 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1029 しまなみSC          愛  媛  2:14.60

ｼﾏﾅﾐSC              
無差別

  662 石坂　剛也      ｲｼｻﾞｶ ﾀｶﾔ       中3

  665 矢野　晴輝      ﾔﾉ ﾊﾙｷ          中1

  664 日淺琥太朗      ﾋｱｻ ｺﾀﾛｳ        中1

  663 渡邊　　駿      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ       中2

 4  1027 フィッタ川江        愛  媛  1:59.50

ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ            
無差別

  612 岡本　順成      ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｾｲ     中3

  611 宮﨑　良太      ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ      中3

  613 寺尾　　大      ﾃﾗｵ ﾀﾞｲ         中3

  614 内田堅太郎      ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ      中3

 5  1005 ファイブテン        愛  媛  2:04.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  228 渡部　隼斗      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ       小6

  225 弓立　奏太      ﾕﾀﾞﾃ ｿｳﾀ        小6

  229 安藤　諒人      ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾄ      小6

  224 金子　煌生      ｶﾈｺ ｺｳｷ         小6

 6

 7

 8
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 1  1008 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:52.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  267 久米　崇汰      ｸﾒ ｿｳﾀ          高2

  271 菊池　真弥      ｷｸﾁ ﾏｻﾔ         中3

  269 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        高2

  268 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        高2

 2  1018 フィッタ重信        愛  媛  1:50.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  444 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          中2

  443 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      中2

  449 野中　康作      ﾉﾅｶ ｺｳｻｸ        中1

  438 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        高2

 3  1010 伊予ＳＣ            愛  媛  1:47.00

ｲﾖｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ        
無差別

 4  1017 フィッタ重信        愛  媛  1:45.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  439 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       高2

  440 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       高1

  441 重松　春輝      ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾙｷ       中3

  442 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中3

 5  1015 石原ＳＣ            愛  媛  1:46.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  376 小原　崇聖      ｺﾊﾗ ﾀｶﾏｻ        高1

  368 三好　　凜      ﾐﾖｼ ﾘﾝ          高2

  371 越智　翔太      ｵﾁ ｼｮｳﾀ         高2

  375 大谷　龍平      ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾍｲ      高1

 6  1023 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  1:49.50

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

  579 兵頭虎太朗      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ     小5

  580 大石　陵雅      ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ      小5

  578 忽那　海音      ｸﾂﾅ ｶｲﾄ         小5

  577 森田　敦也      ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ         小6

 7  1031 えいしSC砥部        愛  媛  1:50.00

ｴｲｼSCﾄﾍﾞ            
無差別

  696 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         高1

  698 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         中3

  695 二宮　那央      ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ         高2

  697 重見　祐人      ｼｹﾞﾐ ﾕｳﾄ        高1
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 3組
 1  1020 リー保内            愛  媛  1:44.50

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  474 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        高2

  476 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       高1

  477 竹井　優雅      ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ        中3

  475 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          高1

 2  1014 石原ＳＣ            愛  媛  1:44.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  378 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        中3

  377 隅田　晴彦      ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ       高1

  379 竹永　悠人      ﾀｹﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ       中2

  370 細川直央人      ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ        高2

 3  1021 コミュニティ        愛  媛  1:41.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 4  1024 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛 棄権

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

 5  1013 石原ＳＣ            愛  媛  1:39.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  369 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       高2

  367 廣川勇太郎      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      高2

  372 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          高2

  373 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        高1

 6  1011 アズサ松山          愛  媛  1:42.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  312 菊地　空音      ｷｸﾁ ｱｵﾄ         高1

  311 赤藤　吏紅      ｱｶﾌｼﾞ ﾘｸ        高1

  310 兵頭　慧真      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹｲｼﾝ     高2

  308 田所　優斗      ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾄ       高2

 7  1004 ファイブテン        愛  媛  1:44.50

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  216 山口　　空      ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ        中3

  215 白石　　海      ｼﾗｲｼ ｶｲ         高1

  222 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       中1

  219 安藤　央起      ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ       中2

 8  1001 五百木ＳＣ          愛  媛  1:45.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

   26 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       中3

   21 松本　海璃      ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ        高2

   22 高岡　大陸      ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ       高2

   20 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高3


