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スタートリスト
競技№： 101 女子  400m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 4:16.69

(ｸﾗｽ)  四国記録 4:17.99

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

2017/01/06 8:06:25 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1071 JSSセンコー         香  川  4:50.00

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  253 戸上由美子      ﾄｶﾞﾐ ﾕﾐｺ        中1

  252 川田　晏莉      ｶﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ        中2

  254 成田　佳乃      ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ         中1

  250 大島　海咲      ｵｵｼﾏ ﾐｻｷ        中2

 4  1115 Z-UP                愛  媛  4:42.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
13～14歳

  509 越智　咲水      ｵﾁ ｻﾅ           中2

  508 角田　　光      ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ        中2

  510 魚本　祈子      ｳｵﾓﾄ ｷｺ         中2

  511 井原　愛美      ｲﾊﾗ ﾏﾅﾐ         中1

 5  1087 ハッピー阿南        徳  島  4:44.47

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
13～14歳

  324 大地　彩加      ｵｵﾁ ｱﾔｶ         中2

  327 川野　優花      ｶﾜﾉ ﾕｳｶ         中1

  323 西谷　優花      ﾆｼﾀﾆ ﾕｶ         中2

  325 林　　怜花      ﾊﾔｼ ﾚｲｶ         中1

 6  1048 伊藤ＳＳ            香  川  4:53.00

ｲﾄｳSS               
13～14歳

 7

 8
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 2組
 1  1159 NSP高知             高  知  4:41.27

NSPｺｳﾁ              
13～14歳

  827 梅原　千鈴      ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ       中2

  828 山中　千聖      ﾔﾏﾅｶ ﾁｻﾄ        中1

  825 伊藤　夢華      ｲﾄｳ ﾕｳｶ         中3

  826 西山千梨夏      ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ        中2

 2  1027 ジャパン丸亀        香  川  4:35.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳

 3  1111 南海ＤＣ            愛  媛  4:30.00

ﾅﾝｶｲDC              
13～14歳

 4  1122 八幡浜ＳＣ          愛  媛  4:25.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
13～14歳

  548 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         中1

  546 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中2

  549 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中1

  545 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          中2

 5  1151 ZEYO-ST             高  知  4:29.45

ZEYO-ST             
13～14歳

  774 矢部瀬里香      ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         中2

  775 秋森　叶羽      ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ         中1

  776 前野　希和      ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ         中1

  777 野中　彩帆      ﾉﾅｶ ｻﾎ          中1

 6  1106 五百木ＳＣ          愛  媛  4:33.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

  448 秀野　亜耶      ｼｭｳﾉ ｱﾔ         中1

  450 掛水　舞梨      ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ       中1

  446 小笠原朋夏      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ      中1

  447 土居　明莉      ﾄﾞｲ ｱｶﾘ         中1

 7  1037 ジャパン観          香  川  4:35.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝK             
13～14歳

  104 辻　　里咲      ﾂｼﾞ ﾘｻ          中2

  108 牧野　桜子      ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ        中1

  105 山下　理子      ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ         中1

  106 合田　美咲      ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ       中1

 8  1012 ジャパン高松        香  川  4:42.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

   28 新田　妃菜      ﾆｯﾀ ﾋﾒﾅ         中2

   25 朝倉　千裕      ｱｻｸﾗ ﾁﾋﾛ        中2

   26 淺田　陽菜      ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾅ        中2

   30 中村　梨乃      ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ         中1


