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第48回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会
アクアパレットまつやま

エントリー

ﾖﾐｶﾞﾅ タイム

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 118 CS男子 4×100mフリーリレー タイム決勝

加盟 登録No. チーム名 選手名 ﾖﾐｶﾞﾅ 学年

1117 南海ＤＣ      

ﾅﾝｶｲDC        383 窪田　　樹  ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ  高校2

1180 ＪＳＳ高知     

385 立石　凌翔  ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ 高校2

387 西岡　颯大  ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ  中学3

 3:47.00 

JSSｺｳﾁ        710 末松　漣禾  ｽｴﾏﾂ ﾚﾝｶ  高校1

382 伊須　新太  ｲｽ ｱﾗﾀ    高校3

1080 ハッピー阿南    

711 大田　紳平  ｵｵﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 高校1

712 岩崎　祥大  ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 高校1

 3:54.00 

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ      

713 井上　康太  ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ  高校1
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第48回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

1165 みかづきＳＳ    

加盟

アクアパレットまつやま

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 118 CS男子 4×100mフリーリレー タイム決勝

高校2

675 松井　達哉  ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ   高校2

 3:45.00 

ﾐｶﾂﾞｷSS       674 奥田　友樹  ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ  高校2

1033 ジャパン観     

1101 ＯＫ藍住      

677 鎌倉　大和  ｶﾏｸﾗ ﾔﾏﾄ  

Jｶﾝｵﾝｼﾞ       

676 森本　　祭  ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾂﾘ  高校2

 3:45.00 

1186 ZEYO-ST   

中学3

732 野島　仁成  ﾉｼﾞﾏ ﾋﾄﾅﾘ 中学3

 3:41.25 

ZEYO-ST       728 櫛田　航大  ｸｼﾀﾞ ｺｳﾀ  高校2

1147 リー保内      

731 安原　優輝  ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ  

ﾘｰﾎﾅｲ         561 竹井　優雅  ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ  高校2

729 白神　拓命  ｼﾗｶﾞ ﾀｸﾐ  高校2

564 小原　知也  ｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ   中学3

562 呉石　智哉  ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ  高校2

 3:40.00 

563 細谷　孝正  ﾎｿﾔ ﾀｶﾏｻ  高校1

1151 フィッタ吉田    棄権

ﾌｨｯﾀﾖｼﾀﾞ      

319 笠谷　勇仁  ｶｻﾀﾆ ﾕｳﾄ  高校1

317 中逵　悠斗  ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 高校2

320 大西　祥生  ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ  中学3

 3:45.00 

OKｱｲｽﾞﾐ       321 前山　蒼波  ﾏｴﾔﾏ ｱｵﾊﾞ 中学3

1142 フィッタ重信     3:42.00 

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ      
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1020 ジャパン丸亀    

1068 サンダーＳＳ     3:35.00 

ｻﾝﾀﾞｰSS       171 北村　昂大  ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 高校1

167 渡辺　翔大  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 高校3

170 高橋　慶伍  ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 高校2

168 樋本　皓介  ﾋﾓﾄ ｺｳｽｹ  高校3

高校1

1137 フィッタ松山    

アクアパレットまつやま

 3:40.00 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ      

519 平野　　資  ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ   中学3

517 野田旺太郎  ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ 高校1

520 松浦　海翔  ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ  中学3

 3:40.00 

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ      518 梶田　洸貴  ｶｼﾞﾀ ｺｳｷ  

210 寺尾　温大  ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ   高校1

1073 ジャパン三木    

ジャパン高松    

211 安田　拓哉  ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ  高校1

206 真鍋　拓実  ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ  高校3

207 山岡　裕明  ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ 高校2

 3:31.00 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ      

1122 ＭＧ瀬戸内      3:39.00 

MGｾﾄｳﾁ        

1008  3:35.00 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ      

 3:37.32 

NSPｺｳﾁ        751 坂本　昂太  ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ  高校3

1190 NSP高知     

高校2

753 小松　蒼空  ｺﾏﾂ ｱｵｲ   高校2

750 宗石　星流  ﾑﾈｲｼ ｾﾅ   高校3

754 角岡慧汰朗  ｽﾐｵｶ ｹｲﾀﾛｳ

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 118 CS男子 4×100mフリーリレー タイム決勝

加盟

第48回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

1059 坂出伊藤ＳＳ     3:38.00 

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ      146 植田　蒼翔  ｳｴﾀ ｿﾗﾄ   高校2

143 平田　流一  ﾋﾗﾀ ﾙｲ    高校3

144 武井　利樹  ﾀｹｲ ﾄｷ    高校2

147 丸野　望真  ﾏﾙﾉ ﾉｿﾞﾐ  高校2


