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2020/03/21 5:00:33 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2   430 綿谷　友希          ﾜﾀﾀﾆ ﾄﾓｷ            南海朝生田          小3

 3   414 池内　景紀          ｲｹｳﾁ ﾋﾛｷ            南海朝生田          小2

 4   425 河野　直輝          ｺｳﾉ ﾅｵｷ             南海朝生田          小3

 5   426 仲田　健悟          ﾅｶﾀ ｹﾝｺﾞ            南海朝生田          小3

 6   429 正岡　将大          ﾏｻｵｶ ﾏｻﾋﾛ           南海朝生田          小3

 7

 8

 2組
 1

 2   395 本宮　悠成          ﾎﾝｸﾞｳ ﾕｳｾｲ          南海朝生田          小1

 3   447 坂井　翔栄          ｻｶｲ ｼｮｳｴｲ           南海朝生田          小5

 4   301 山田　陽介          ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ           えいし砥部          小3

 5   442 野尻　心陽          ﾉｼﾞﾘ ｺﾊﾙ            南海朝生田          小4

 6   388 高須賀　丈          ﾀｶｽｶ ｼﾞｮｳ           南海朝生田          小1

 7   400 奥山　敦士          ｵｸﾔﾏ ｱﾂｼ            南海朝生田          小1

 8

 3組
 1

 2   354 稲田　光祐          ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ           えいし北条          小3

 3  1059 後藤　希望          ｺﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾑ           五百木SC            小2

 4  1062 大野龍之介          ｵｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ          五百木SC            小2

 5  1067 中矢　景介          ﾅｶﾔ ｹｲｽｹ            五百木SC            小1

 6  1071 金子　祐也          ｶﾈｺ ﾕｳﾔ             五百木SC            幼

 7  1452 田辺　紹真          ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ           南海DC              小2

 8

 4組
 1

 2  1079 兵　　淳平          ﾋｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         五百木SC            小2

 3   280 髙須賀勇太          ﾀｶｽｶ ﾕｳﾀ            えいし砥部          小4

 4  1473 河内　康伸          ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ           南海DC              小2

 5  1459 阿部　垂都          ｱﾍﾞ ﾀﾙﾄ             南海DC              小2

 6  1063 本田　洸大          ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀ            五百木SC            小1

 7  1065 島崎　悠希          ｼﾏｻﾞｷ ﾊﾙｷ           五百木SC            小2
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 5組
 1

 2  1083 渡辺　直央          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ            五百木SC            小2

 3  1090 中岡　翔大          ﾅｶｵｶ ｼｮｳﾀ           五百木SC            小2

 4  1073 髙橋　優太          ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ          五百木SC            小5

 5  1076 兵　　逸平          ﾋｮｳ ｲｯﾍﾟｲ           五百木SC            小4

 6  1081 玉乃井蒼空          ﾀﾏﾉｲ ｿﾗ             五百木SC            小2

 7  1070 山田　哲生          ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯｾｲ           五百木SC            小1

 8

 6組
 1

 2   326 吉田　伊吹          ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ           えいし砥部          小1

 3  1086 金子　太一          ｶﾈｺ ﾀｲﾁ             五百木SC            小4

 4  1098 門田　煌征          ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ           五百木SC            小1

 5  1100 阪田　雄太          ｻｶﾀ ﾕｳﾀ             五百木SC            小4

 6   231 矢野　正宗          ﾔﾉ ﾏｻﾑﾈ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 7   798 堀川　卓幹          ﾎﾘｶﾜ ﾀｸﾐ            石原SC              小1

 8
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 7組
 1

 2  1133 京河　奏人          ｷｮｳｶﾜ ｶﾅﾄ           五百木SC            小5

 3   769 上石　青空          ｳｴｲｼ ｿﾗ             石原SC              小6

 4  1524 宮内啓士郎          ﾐﾔｳﾁ ｹｲｼﾛｳ          南海DC              小6

 5   322 石田　和聖          ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ           えいし砥部          中1

 6   777 山本　隆成          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ          石原SC              小6

 7   347 久保龍之介          ｸﾎﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          えいし北条          小5

 8

 8組
 1

 2   760 坪田　　陸          ﾂﾎﾞﾀ ﾘｸ             石原SC              中1

 3   763 田中　陽大          ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ             石原SC              中1

 4   317 二宮　那央          ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ             えいし砥部          高2

 5  1147 井上　叶登          ｲﾉｳｴ ｶﾅﾄ            五百木SC            中2

 6   285 丹生谷息吹          ﾆｭｳﾉﾔ ｲﾌﾞｷ          えいし砥部          小6

 7  1125 玉井　大貴          ﾀﾏｲ ﾋﾛﾀｶ            五百木SC            小5
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