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アクアパレットまつやま

第49回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

エントリー
ﾖﾐｶﾞﾅ タイム

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 28 13～14歳  男子 4×100m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

1098 トビウオ川内  4:30.00

313 蔦野　倖成 ﾂﾀﾉ ｺｳｾｲ 中学1

1073 ジャパン三木

311 築山　　晴 ﾂｷﾔﾏ ﾊﾙ 中学2

312 久保　温心 ｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ 中学2

 4:22.00

203 長谷　佳樹 ﾊｾ ﾖｼｷ 中学1

314 小野　颯音 ｵﾉ ﾊﾔﾄ 中学1

1087 ＯＫＳＳ

200 井川　翔太 ｲｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 中学3

201 山内　湊詞 ﾔﾏｳﾁ ｿｳｼ 中学1

 4:17.57

269 佐々木啓太 ｻｻｷ ｹｲﾀ 中学2

202 杉原　歳芽 ｽｷﾞﾊﾗ ｾｲｶﾞ 中学1

1067 サンダーＳＳ

271 モートン勇真 ﾓｰﾄﾝ ﾕﾏ 中学2

268 服部　由弦 ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ 中学2

 4:21.00

163 多田　煌生 ﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ 中学2

270 福井　緋一 ﾌｸｲ ﾋｲﾁ 中学2

1120 ファイブテン

164 三橋　健琉 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹﾙ 中学1

165 太田　恵生 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 中学1

 4:25.00

407 吉原　壮祐 ﾖｼﾊﾗ ｿｳｽｹ 中学1

162 原渕遼太郎 ﾊﾗﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 中学2

405 大西　勇翔 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 中学2

404 大滝　陽平 ｵｵﾀｷ ﾖｳﾍｲ 中学2

406 髙石　健翔 ﾀｶｲｼ ｹﾝﾄ 中学1
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第49回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

1139 リー保内

加盟

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 28 13～14歳  男子 4×100mメドレーリレー  タイム決勝

 4:15.00

515 新瀬　友太 ｼﾝｾ ﾕｳﾀ 中学3

1036 ジャパン観

518 三好　郁哉 ﾐﾖｼ ﾌﾐﾔ 中学1

517 玉井　淳規 ﾀﾏｲ ｱﾂｷ 中学2

 4:12.00

516 井関　浩雅 ｲｾｷ ｺｳｶﾞ 中学2

1058 坂出伊藤ＳＳ  4:05.00

140 平田　統也 ﾋﾗﾀ ﾄｳﾔ 中学1

1019 ジャパン丸亀

141 福江　結太 ﾌｸｴ ﾕｳﾀ 中学1

137 森　　悠理 ﾓﾘ ﾕｳﾘ 中学2

139 前場　　奏 ﾏｴﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ 中学1

 4:01.00

                    SEIKO Swimming Results System powered by

1012 ジャパン高松  4:05.00

1158 みかづきＳＳ  4:07.00

623 宮本　敦彦 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾋｺ 中学2

1050 伊藤ＳＳ

625 三善　大煌 ﾐﾖｼ ﾀﾞｲｷ 中学1

624 川田琉空斗 ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ 中学1

 4:13.00

112 氏家　　瞬 ｳｼﾞｹ ｼｭﾝ 中学2

622 高田　涼介 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 中学2

1149 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松

113 佐藤　太智 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 中学2

117 白井　　惺 ｼﾗｲ ｻﾄﾙ 中学1

110 菅　　俊哉 ｽｶﾞ ｼｭﾝﾔ 中学3

登録No. チーム名 選手名 ﾖﾐｶﾞﾅ 学年 エントリー
ﾖﾐｶﾞﾅ タイム

 4:15.10


