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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: 29 15～18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

1134 フィッタ重信  4:20.00

1170 ＪＳＳ高知  4:01.92

660 岩崎　祥大 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 高校2

1035 ジャパン観

661 井上　康太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 高校2

659 大田　紳平 ｵｵﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 高校2

 4:00.00

658 末松　漣禾 ｽｴﾏﾂ ﾚﾝｶ 高校2

1159 みかづきＳＳ  4:01.00

620 北川　清健 ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲｹﾝ 高校1

1049 伊藤ＳＳ

619 田中慎之介 ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 高校1

617 小島　泰悟 ｵｼﾞﾏ ﾀｲｺﾞ 高校2

 4:06.00

107 佐藤　拓翔 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 高校1

621 森澤　壮真 ﾓﾘｻﾜ ｿｳﾏ 中学3

1114 南海ＤＣ

109 薄井　悠斗 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 中学3

108 荒木　貴弥 ｱﾗｷ ﾀｶﾔ 高校1

99:99.99

352 西岡　颯大 ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ 高校1

106 米澤　悠太 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 高校3

354 宮内啓士郎 ﾐﾔｳﾁ ｹｲｼﾛｳ 中学3

                    SEIKO Swimming Results System powered by

353 大野孝太郎 ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 高校1

355 玉井　悠亜 ﾀﾏｲ ﾕｳｱ 中学3
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1179 NSP高知

加盟

ス タ ー ト リ ス ト

競技No: 29 15～18歳  男子 4×100mメドレーリレー  タイム決勝

 3:55.00

701 西本　　亘 ﾆｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 中学3

1080 ＷＡＭＳＳ

700 笹岡　春樹 ｻｻｵｶ ﾊﾙｷ 高校1

702 松田　悠成 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｾｲ 中学3

 3:55.00

223 長尾　奎飛 ﾅｶﾞｵ ｹｲﾄ 高校2

697 塚原　碧虎 ﾂｶﾊﾗ ｱｵﾄ 高校2

1008 ジャパン高松

224 上原　龍磨 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾏ 高校2

225 森田　鉄平 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 高校2

 3:54.00

226 村川　　渓 ﾑﾗｶﾜ ｹｲ 高校1

1068 ジャパン三木

199 長谷　直樹 ﾊｾ ﾅｵｷ 中学3

195 安田　拓哉 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 高校2

197 山岡　春輝 ﾔﾏｵｶ ﾊﾙｷ 高校1

 3:48.00

194 寺尾　温大 ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ 高校2

                    SEIKO Swimming Results System powered by

1173 ZEYO-ST  3:53.00

677 野島　仁成 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾄﾅﾘ 高校1

1102 五百木ＳＣ

676 安原　優輝 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ 高校1

678 小松蓮之介 ｺﾏﾂ ﾚﾝﾉｽｹ 中学3

 3:54.50

679 岩瀬　輝亮 ｲﾜｾ ｺｳｽｹ 中学3

1096 ＯＫ藍住  3:55.00

299 髙木　理夢 ﾀｶｷﾞ ﾘﾑ 高校3

1126 ファイブテン

305 加地　　歩 ｶｼﾞ ｱﾙｸ 中学3

301 大西　祥生 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 高校1

403 渡部　隼斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 中学3

300 笠谷　勇仁 ｶｻﾀﾆ ﾕｳﾄ 高校2

登録No. チーム名 選手名 ﾖﾐｶﾞﾅ 学年 エントリー

402 森田　淳夢 ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ 中学3

ﾖﾐｶﾞﾅ タイム

400 金田　浩聖 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ 高校1

401 福田　英寿 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 高校1

 3:56.00


