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スタートリスト
競技№：  34 混合  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

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

2021/03/10 8:46:46 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2     6 フィッタ重信F        4:00.00

                    
無差別

  613 小田　　楓      ｵﾀﾞ ｶｴﾃﾞ        小1

  611 髙橋　希光      ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ         小1

  616 渡部　美仁      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ       幼

  655 和田　夏樹      ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ         幼

 3    19 フィッタ松前B        3:00.00

                    学童
無差別

  802 渡邊　柚希      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ      小3

  824 兵頭　杏南      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾝﾅ      小2

  811 古川　夏妃      ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ        小2

  821 牧野　史季      ﾏｷﾉ ｼｷ          小2

 4    14 南海DC B             2:40.00

                    学童
無差別

 1374 渡部　莉央      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ        小3

 1339 野澤しおり      ﾉｻﾞﾜ ｼｵﾘ        小3

 1314 中野　晴翔      ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ         小3

 1266 玉井　悠慎      ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ         小2

 5    18 フィッタ松前A        2:40.00

                    学童
無差別

  748 井上　恭吾      ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ      小3

  752 武知　海斗      ﾀｹﾁ ｶｲﾄ         小3

  755 鶴田　勇心      ﾂﾙﾀ ﾕｳｼﾝ        小2

  763 藤本　悠晴      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｾｲ      小2

 6    20 フィッタ松前C        4:00.00

                    学童
無差別

  805 武智　咲來      ﾀｹﾁ ｻｸﾗ         小3

  818 此下　栞奈      ｺﾉｼﾀ ｶﾝﾅ        小2

  808 松浦　有里      ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾘ        小2

  814 谷本　梨紗      ﾀﾆﾓﾄ ﾘｻ         小2

 7    13 南海DC A            

                    
無差別

 1325 橋本　りる      ﾊｼﾓﾄ ﾘﾙ         小1

 1357 白石優芽華      ｼﾗｲｼ ﾕﾒｶ        小1
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2021/03/10 8:46:46 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1

 2     4 フィッタ重信D        2:20.00

                    
無差別

  587 小田　花純      ｵﾀﾞ ｶｽﾐ         小3

  380

  616 渡部　美仁      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ       幼

  618 髙橋　昂大      ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        小6

 3     2 フィッタ重信B        2:20.00

                    学童
無差別

  574 中田　律子      ﾅｶﾀ ﾘﾂｺ         小5

  646 宇都宮雅陽      ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐﾔﾋﾞ      小3

  604 田中　伶奈      ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ         小2

  629 十亀　優哉      ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾔ        小4

 4    15 南海DC　C            2:10.00

                    学童
無差別

 1345 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小5

 1308 渡部　泰成      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ      小5

 1273 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小4

 1342 長井　　仁      ﾅｶﾞｲ ﾆﾁｶ        小5

 5     1 フィッタ重信A        2:20.00

                    学童
無差別

  569 川添　美結      ｶﾜｿｴ ﾐﾕ         小6

  641 亀田　翔太      ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾀ       小3

  596 大石　千尋      ｵｵｲｼ ﾁﾋﾛ        小2

  643 枡野　　雅      ﾏｽﾉ ﾐﾔﾋﾞ        小3

 6     3 フィッタ重信C        2:20.00

                    学童
無差別

  583 神野　心愛      ｼﾞﾝﾉ ﾐｱ         小4

  626 安永　　櫂      ﾔｽﾅｶﾞ ｶｲ        小5

  607 田丸　咲花      ﾀﾏﾙ ｴﾐｶ         小2

  620 山田　航平      ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ       小6

 7     5 フィッタ重信E        2:20.00

                    学童
無差別

  623 北脇　雄大      ｷﾀﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ      小5

  632 児島　煌大      ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ      小4

  592 田中　莉菜      ﾀﾅｶ ﾘﾅ          小3

  634 松浦　　蒼      ﾏﾂｳﾗ ｱｵｲ        小4


