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2020/08/25 8:25:49 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2   270 平岡　昊大          ﾋﾗｵｶ ｺｳﾀﾞｲ          ﾌｨｯﾀ松山            

 3   189 髙橋　良征          ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ          ﾌｨｯﾀ松山            

 4   202 高山　勝輝          ﾀｶﾔﾏ ｶﾂｷ            ﾌｨｯﾀ松山            小1

 5   125 北脇　太耀          ｷﾀﾜｷ ﾀｲﾖｳ           ﾌｨｯﾀ重信            小2

 2組
 1

 2   190 井村　遥翔          ｲﾑﾗ ﾊﾙﾄ             ﾌｨｯﾀ松山            小1

 3    56 藤本　悠晴          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｾｲ          ﾌｨｯﾀ松前            小2

 4   181 松岡誠士郎          ﾏﾂｵｶ ｾｲｼﾛｳ          ﾌｨｯﾀ松山            小1

 5   220 久保　勇人          ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ             ﾌｨｯﾀ松山            小1

 3組
 1    59 森實　駿斗          ﾓﾘｻﾞﾈ ｼｭﾝﾄ          ﾌｨｯﾀ松前            小2

 2   168 樋口　航志          ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼ            ﾌｨｯﾀ松山            小2

 3   237 橋本　旺典          ﾊｼﾓﾄ ｵｳｽｹ           ﾌｨｯﾀ松山            小2

 4    53 西岡　　駿          ﾆｼｵｶ ｼｭﾝ            ﾌｨｯﾀ松前            小2

 5   291 坂本　龍彦          ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ           AGAIN               小3

 4組
 1    47 井上　恭吾          ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ          ﾌｨｯﾀ松前            小3

 2    50 武知　海斗          ﾀｹﾁ ｶｲﾄ             ﾌｨｯﾀ松前            小3

 3    23 二宮　海哩          ﾆﾉﾐﾔ ｶｲﾘ            ﾌｨｯﾀ松前            小4

 4   162 児島　煌大          ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ          ﾌｨｯﾀ重信            小4

 5   120 宇都宮雅陽          ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐﾔﾋﾞ          ﾌｨｯﾀ重信            小3

 5組
 1   105 北脇　雄大          ｷﾀﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ          ﾌｨｯﾀ重信            小5

 2   240 加藤　理仁          ｶﾄｳ ﾘﾋﾄ             ﾌｨｯﾀ松山            小4

 3   119 枡野　　雅          ﾏｽﾉ ﾐﾔﾋﾞ            ﾌｨｯﾀ重信            小3

 4    26 山下　　陸          ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ             ﾌｨｯﾀ松前            小3

 5   273 三瀬　一太          ﾐｾ ｲｯﾀ              ﾌｨｯﾀ松山            小3

 6組
 1   217 久保　嘉輝          ｸﾎﾞ ﾖｼｷ             ﾌｨｯﾀ松山            小3

 2   111 松浦　　蒼          ﾏﾂｳﾗ ｱｵｲ            ﾌｨｯﾀ重信            小4

 3   230 水野　太貴          ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ            ﾌｨｯﾀ松山            小5

 4    19 牧野　源志          ﾏｷﾉ ｹﾞﾝｼ            ﾌｨｯﾀ松前            小4

 5   161 安永　　櫂          ﾀｽﾅｶﾞ ｶｲ            ﾌｨｯﾀ重信            小5

 7組
 1   114 渡部　透真          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾏｻ          ﾌｨｯﾀ重信            小4

 2     8 明比　琉斗          ｱｹﾋﾞ ﾙｲﾄ            ﾌｨｯﾀ松前            小5

 3     6 長野　愛斗          ﾅｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ            ﾌｨｯﾀ松前            小5

 4   252 平田　優貴          ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ             ﾌｨｯﾀ松山            小5

 5   245 三島　弘義          ﾐｼﾏ ﾋﾛｱｷ            ﾌｨｯﾀ松山            小5

 8組
 1     4 谷　　宗賢          ﾀﾆ ｼｭｳｹﾝ            ﾌｨｯﾀ松前            小5

 2    99 髙橋　昂大          ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ            ﾌｨｯﾀ重信            小6

 3   259 小野　寛生          ｵﾉ ｶﾝｾｲ             ﾌｨｯﾀ松山            中1

 4   262 石川　智暉          ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ            ﾌｨｯﾀ松山            中1

 5    88 久保田凌太朗        ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ         ﾌｨｯﾀ重信            中1


