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スタートリスト
競技№：   8 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

15～18歳

     

     

     

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

2021/01/09 12:23:40 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3    81 Ｂ＆Ｇ愛南          愛  媛 棄権

B&Gｱｲﾅﾝ             
15～18歳

 4    66 フィッタ重信        愛  媛  4:05.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
15～18歳

 5    84 えいしSC砥部        愛  媛  4:10.00

ｴｲｼSCﾄﾍﾞ            
15～18歳

 2001 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         高2

  363 重見　祐人      ｼｹﾞﾐ ﾕｳﾄ        高2

  362 二宮　那央      ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ         高3

  364 佐々木大弥      ｻｻｷ ﾊﾙﾔ         高1

 6    18 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
15～18歳

   51 立石　凌翔      ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ       高1

   48 伊須　新太      ｲｽ ｱﾗﾀ          高2

   45 渡邊　航星      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ      高2

   46 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        高2

 7



第47回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会          

IN　EHIME                                         

アクアパレットまつやま  

Page    2

スタートリスト
競技№：   8 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

15～18歳

     

     

     

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

2021/01/09 12:23:41 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1    10 五百木ＳＣ          愛  媛  4:03.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
15～18歳

   11 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        高1

   10 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       高1

    8 井上　陽葵      ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ        高2

    9 髙井健太郎      ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ       高1

 2    72 フィッタ吉田        愛  媛  3:56.00

ﾌｨｯﾀﾖｼﾀﾞ            
15～18歳

 3    22 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  3:54.00

ESRT                
15～18歳

   68 藤原　優斗      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ       高1

   66 竹内　稜翔      ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ      高2

   65 小野　聖流      ｵﾉ ｾｲﾅ          高3

   67 永井　勇志      ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼ        高2

 4    62 フィッタ松山        愛  媛  3:51.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
15～18歳

  210 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       中3

  207 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        高2

  208 島田　友希      ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ        高2

  209 田坂　優成      ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ        高1

 5    29 ＭＧ瀬戸内          愛  媛  3:53.00

MGｾﾄｳﾁ              
15～18歳

   88 杉本　尚之      ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ      高2

   91 木下　悠生      ｷﾉｼﾀ ﾕｳｾｲ       高1

   96 加藤　雄大      ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        中3

   89 矢野　結都      ﾔﾉ ﾕｲﾄ          高2

 6    40 八幡浜ＳＣ          愛  媛  3:55.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
15～18歳

  132 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        高3

  134 岡本　大翔      ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ        高1

  136 程野　裕介      ﾎﾄﾞﾉ ﾕｳｽｹ       高1

  135 菊池　真弥      ｷｸﾁ ﾏｻﾔ         高1

 7    43 ＭＧ双葉            愛  媛  4:02.00

MGﾌﾀﾊﾞ              
15～18歳

  170 長野　　弘      ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ        中3

  168 中村　翔太      ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ       高2

  167 羽倉　浩起      ﾊｸﾞﾗ ﾋﾛｷ        高2

  169 大西　源太      ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝﾀ       高1


