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スタートリスト
競技№：   7 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

10歳以下

     

     

(ｸﾗｽ)  大会記録 2:27.75

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

2016/11/05 13:26:27 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1028 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              学童
10歳以下

  115 白方　彩恵      ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ        小5

  116 片山瑠々花      ｶﾀﾔﾏ ﾙﾙｶ        小5

  121 田坂　真唯      ﾀｻｶ ﾏｲ          小4

  118 西岡　泉美      ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       小4

 4  1091 リー保内            愛  媛  2:53.00

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
10歳以下

  445 大西　紗羅      ｵｵﾆｼ ｻﾗ         小3

  444 宮中　彩希      ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ        小4

  443 石井　　和      ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ        小4

  446 河野　安莉      ｺｳﾉ ｱﾝﾘ         小3

 5  1098 Ryuow               愛  媛  3:10.00

ryuow               学童
10歳以下

  501 松本　結奈      ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲﾅ        小3

  498 土井　柚月      ﾄﾞｲ ﾕﾂﾞｷ        小5

  500 大澤　由芽      ｵｵｻﾜ ﾕﾒ         小4

  499 渡邊　心暖      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ       小4

 6

 7

 8
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 2組
 1  1037 西条ＳＣ            愛  媛  2:48.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
10歳以下

  165 図子　　葵      ｽﾞｼ ｱｵｲ         小4

  166 石川　愛花      ｲｼｶﾜ ｱｲｶ        小4

  167 鳥取　実結      ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ        小4

  163 安部向日葵      ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ         小5

 2  1079 石原ＳＣ            愛  媛  2:42.00

ｲｼﾊﾗ                学童
10歳以下

  360 細川みなみ      ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ        小4

  361 上甲　涼帆      ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ     小4

  363 兵頭　まい      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲ       小3

  362 高橋　瑞季      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ       小4

 3  1106 フィッタ松前        愛  媛  2:30.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             学童
10歳以下

  541 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        小4

  537 菅　　百花      ｶﾝ ﾓﾓｶ          小5

  540 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小4

  538 豊田明歩実      ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ         小4

 4  1015 五百木ＳＣ          愛  媛  2:29.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
10歳以下

   71 大川　心暖      ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ        小4

   67 池内　有彩      ｲｹｳﾁ ｱﾘｻ        小5

   68 上田　　凛      ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ         小4

   69 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小4

 5  1087 フィッタ松山        愛  媛  2:30.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
10歳以下

  398 窪田　美咲      ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ        小4

  403 清家　美羽      ｾｲｹ ﾐｳ          小4

  397 西岡奈津樹      ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ        小4

  396 藤岡　　凛      ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ        小5

 6  1070 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:38.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
10歳以下

  280 井上日菜子      ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ        小4

  283 岡本　未来      ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ        小4

  284 川本　葵里      ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ        小4

  281 窪田　明依      ｸﾎﾞﾀ ﾒｲ         小4

 7  1056 ファイブテン        愛  媛  2:44.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
10歳以下

  236 水野　優那      ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ        小4

  242 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小2

  238 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小4

  240 高橋　杏実      ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ        小3

 8


