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2020/08/26 7:55:46 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2    67 松浦　有里          ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾘ            ﾌｨｯﾀ松前            小2

 3    76 此下　栞奈          ｺﾉｼﾀ ｶﾝﾅ            ﾌｨｯﾀ松前            小2

 4   140 田中　莉菜          ﾀﾅｶ ﾘﾅ              ﾌｨｯﾀ重信            小3

 5    73 谷本　梨紗          ﾀﾆﾓﾄ ﾘｻ             ﾌｨｯﾀ松前            小2

 2組
 1   183 ランダー瑛真        ﾗﾝﾀﾞｰ ｴﾏ            ﾌｨｯﾀ松山            小2

 2   178 鷹羽　美玖          ﾀｶﾊ ﾐｸ              ﾌｨｯﾀ松山            小1

 3   148 田中　伶奈          ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ             ﾌｨｯﾀ重信            小2

 4   142 渡部　仁絵          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｴ           ﾌｨｯﾀ重信            小2

 5    65 武智　咲來          ﾀｹﾁ ｻｸﾗ             ﾌｨｯﾀ松前            小3

 3組
 1    79 牧野　史季          ﾏｷﾉ ｼｷ              ﾌｨｯﾀ松前            小2

 2    70 古川　夏妃          ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ            ﾌｨｯﾀ松前            小2

 3    82 兵頭　杏南          ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾝﾅ          ﾌｨｯﾀ松前            小2

 4   153 小田　　楓          ｵﾀﾞ ｶｴﾃﾞ            ﾌｨｯﾀ重信            小1

 5   215 吉井　咲愛          ﾖｼｲ ｻｴ              ﾌｨｯﾀ松山            小2

 4組
 1   194 渡部　花音          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ           ﾌｨｯﾀ松山            小2

 2    41 江戸　絆夏          ｴﾄﾞ ｷｽﾞﾅ            ﾌｨｯﾀ松前            小4

 3    62 渡邊　柚希          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ          ﾌｨｯﾀ松前            小3

 4   169 塚本　理華          ﾂｶﾓﾄ ﾘｶ             ﾌｨｯﾀ松山            小2

 5   136 小田　花純          ｵﾀﾞ ｶｽﾐ             ﾌｨｯﾀ重信            小3

 5組
 1   145 大石　千尋          ｵｵｲｼ ﾁﾋﾛ            ﾌｨｯﾀ重信            小2

 2   244 三島　彩織          ﾐｼﾏ ｻｵﾘ             ﾌｨｯﾀ松山            小3

 3   200 山本　涼華          ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｶ           ﾌｨｯﾀ松山            小4

 4    44 木村さくら          ｷﾑﾗ ｻｸﾗ             ﾌｨｯﾀ松前            小3

 5   173 高橋　佐和          ﾀｶﾊｼ ｻﾜ             ﾌｨｯﾀ松山            小3

 6組
 1    32 渡邊　杏奈          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾅ           ﾌｨｯﾀ松前            小4

 2   298 サラモノフス        ｻﾗﾓﾉﾌｽｷ ﾓﾆｶ         AGAIN               小5

 3   133 神野　心愛          ｼﾞﾝﾉ ﾐｱ             ﾌｨｯﾀ重信            小4

 4   157 小糸　凛子          ｺｲﾄ ﾘｺ              ﾌｨｯﾀ重信            小4

 5   247 吉野　彩来          ﾖｼﾉ ｻﾗ              ﾌｨｯﾀ松山            小4

 7組
 1    38 黒田　　菫          ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ            ﾌｨｯﾀ松前            小4

 2    29 森實　乃愛          ﾓﾘｻﾞﾈ ﾉｱ            ﾌｨｯﾀ松前            小4

 3   223 石川　　葵          ｲｼｶﾜ ｱｵｲ            ﾌｨｯﾀ松山            小4

 4    16 藤本　結香          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ           ﾌｨｯﾀ松前            小5

 5    35 忽那　風香          ｸﾂﾅ ﾌｳｶ             ﾌｨｯﾀ松前            小4

 8組
 1   195 大野　結菜          ｵｵﾉ ﾕﾅ              ﾌｨｯﾀ松山            小5

 2   130 参川　莉子          ｻﾝｶﾜ ﾘｺ             ﾌｨｯﾀ重信            小6

 3   264 立川　千紘          ﾀﾃｶﾜ ﾁﾋﾛ            ﾌｨｯﾀ松山            中2

 4   266 越智　紗英          ｵﾁ ｻｴ               ﾌｨｯﾀ松山            小6

 5    14 萩野　由菜          ﾊｷﾞﾉ ﾕﾅ             ﾌｨｯﾀ松前            小6


