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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

1043 伊藤ＳＳ      棄権

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 27 11～12歳女子 4×50mメドレーリレー タイム決勝

加盟 登録No. チーム名 選手名 ﾖﾐｶﾞﾅ 学年

ｲﾄｳSS         

小学6

701 遠藤　れな  ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ  小学5

1175 みかづきＳＳ     2:20.00 

ﾐｶﾂﾞｷSS       698 伊藤　妃彩  ｲﾄｳ ﾋｲﾛ   小学6

1093 ＯＫ脇町      

699 野田　明愛  ﾉﾀﾞ ﾒｲｱ   

 2:18.00 

OKﾜｷﾏﾁ        

700 酒井　晴加  ｻｶｲ ﾊﾙｶ   小学5

1162 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前  2:15.09 

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ      624 忽那　風香  ｸﾂﾅ ﾌｳｶ   小学5

1024 ジャパン丸亀    

625 黒田　　菫  ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ  小学5

621 内藤　結華  ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ  小学6

 2:15.95 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ      

622 藤本　結香  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ 小学6

1069 JSSセンコー    2:20.00 

JSSｾﾝｺｰ       201 尾上　鈴奈  ｵﾉｴ ﾚﾅ    小学6

1111 五百木ＳＣ     

202 佐藤　千恵  ｻﾄｳ ﾁｴ    小学6

204 中浴　美優  ﾅｶｻｺ ﾐﾕ   小学5

 2:20.50 

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ      373 秀野　　葵  ｼｭｳﾉ ｱｵｲ  小学6

203 杉田　　結  ｽｷﾞﾀ ﾕｲ   小学6

377 山本　　実  ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ  小学5
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375 松岡　茉那  ﾏﾂｵｶ ﾏﾅ   小学5

376 井上　心稟  ｲﾉｳｴ ｺｺﾘ  小学5
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1011 ジャパン高松    

加盟

アクアパレットまつやま

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 27 11～12歳女子 4×50mメドレーリレー タイム決勝

 2:15.00 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ      

1057 坂出伊藤ＳＳ    

1079 ジャパン三木    

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ      166 吉田　　桜  ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ  小学5

165 土井　美来  ﾄﾞｲ ﾐﾗｲ   小学5

163 引田　杏香  ﾋｹﾀ ｷｮｳｶ  中学1

 2:13.50 

164 松田　奈々  ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ   小学6

1135 フィッタ松山    

小学6

726 吉川　和加  

小学5

536 乃万　美嘉  ﾉﾏ ﾐｶ     小学6

 2:12.00 

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ      537 星山　心結  ﾎｼﾔﾏ ｺﾅ   小学6

1086 ＯＫＳＳ      

539 得永　法花  ﾄｸﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 

OKSS          

538 西田　瑚雪  ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ  小学6

 2:07.00 

1027 ジャパン観      2:11.51 

Jｶﾝｵﾝｼﾞ       

231 英　　瑞希  ﾊﾅﾌﾞｻ ﾐｽﾞｷ 小学6

234 辰己　和奏  ﾀﾂﾐ ﾜｶﾅ   小学5

233 石川　千紘  ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ  小学6

 2:14.00 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ      232 西村　柚希  ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 小学6

ﾖｼｶﾜ ﾜｶ   小学6

725 大﨑　二葉  ｵｵｻｷ ﾌﾀﾊﾞ 小学6

723 出原　夕愛  ﾃﾞﾊﾗ ﾕｱ   小学6

724

JSSｺｳﾁ        

1182 ＪＳＳ高知     

中村　涼楓  ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ 

1131 ファイブテン  2:13.00 

460 二宮　花音  ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ  小学6ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ

463 深川　花夏  ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ  小学5

464 岡本　彩花  ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ  小学5

462 山林　美貴  ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 小学6
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 2:15.00 


