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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

2020/01/10 18:57:01 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1171 フィッタ松山        愛  媛  4:58.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
13～14歳

  635 立川　千紘      ﾀﾃｶﾜ ﾁﾋﾛ        中1

  633 藤岡　　凛      ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ        中2

  634 西岡奈津樹      ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ        中1

  632 戎森かんな      ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ      中2

 2  1097 ジャパン三木        香  川  4:42.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
13～14歳

  279 成合　真実      ﾅﾘｱｲ ﾏﾅﾐ        中2

  280 小野　梓紗      ｵﾉ ｱｽﾞｻ         中2

  281 林　ゆり子      ﾊﾔｼ ﾕﾘｺ         中1

  282 黒川　史織      ｸﾛｶﾜ ｼｵﾘ        中1

 3  1208 ＪＳＳ高知          高  知  4:40.00

JSSｺｳﾁ              
13～14歳

  842 吉川　恭加      ﾖｼｶﾜ ｷｮｳｶ       中1

  844 大崎由梨那      ｵｵｻｷ ﾕﾘﾅ        中1

  843 二宮菜々美      ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾅﾐ        中1

  841 仁井　心晴      ﾆｲ ｺｺﾊ          中2

 4  1188 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  4:38.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
13～14歳

  728 成城　美和      ﾅﾙｷ ﾐﾜ          中2

  729 菅　　百花      ｶﾝ ﾓﾓｶ          中2

  732 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         中1

  731 釘宮　遥花      ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ       中1

 5  1027 ジャパン丸亀        香  川  4:39.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳

 6  1054 伊藤ＳＳ            香  川  4:41.00

ｲﾄｳSS               
13～14歳

  151 西川　　葵      ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ        中2

  155 篠原　瑠花      ｼﾉﾊﾗ ﾙｶ         中1

  153 宮武　夢佳      ﾐﾔﾀｹ ﾕﾒｶ        中1

  152 稲田なつめ      ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂﾒ        中2

 7  1012 ジャパン高松        香  川  4:45.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

   19 中西　美優      ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ        中1

   21 和島　立湖      ﾜｼﾞﾏ ﾘｺ         中1

   22 新谷　陽那      ｼﾝﾀﾆ ﾋﾅ         中1

   20 三原　彩姫      ﾐﾊﾗ ｱﾔﾒ         中1

 8  1145 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
13～14歳

  491 窪田　理子      ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ         中1

  493 西岡　泉美      ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       中1

  489 高内　七海      ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ        中2

  492 三野　朱音      ﾐﾉ ｱｶﾈ          中1
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 2組
 1  1084 JSSセンコー         香  川  4:38.00

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  255 岡　　柚希      ｵｶ ﾕｽﾞｷ         中1

  252 勝田　志穂      ｼｮｳﾀﾞ ｼﾎ        中2

  254 戸上和香子      ﾄｶﾞﾐ ﾜｶｺ        中2

  253 飯間　彩葉      ｲｲﾏ ｲﾛﾊ         中2

 2  1214 ZEYO-ST             高  知  4:35.00

ZEYO-ST             
13～14歳

  870 山下　奈津      ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂ         中2

  869 岩瀬　夕楓      ｲﾜｾ ﾕｳｶ         中2

  868 高橋　乙華      ﾀｶﾊｼ ｵﾄｶ        中2

  871 木村　美友      ｷﾑﾗ ﾐﾕｳ         中1

 3  1063 坂出伊藤ＳＳ        香  川  4:33.00

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
13～14歳

  193 川染　怜花      ｶﾜｿﾒ ﾚｲｶ        中2

  191 金丸　　葵      ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ        中2

  190 高木　凰花      ﾀｶｷﾞ ｵｳｶ        中3

  192 吉田　　恵      ﾖｼﾀﾞ ｹｲ         中2

 4  1072 サンダーＳＳ        香  川  4:25.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

  226 大高千代子      ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ        中1

  220 山下　　聖      ﾔﾏｼﾀ ﾋｼﾞﾘ       中2

  221 森川　莉早      ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ         中2

  218 水田　恵那      ﾐｽﾞﾀ ｴﾅ         中2

 5  1180 コミュニティ        愛  媛  4:29.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
13～14歳

 6  1198 みかづきＳＳ        高  知  4:33.60

ﾐｶﾂﾞｷSS             
13～14歳

  813 濵田　美優      ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕ         中2

  814 長野　亜音      ﾅｶﾞﾉ ｱﾈ         中2

  817 山本　礼羅      ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾗ        中2

  816 平　ひなた      ﾀｲﾗ ﾋﾅﾀ         中2

 7  1042 ジャパン観          香  川  4:38.00

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
13～14歳

 8  1134 五百木ＳＣ          愛  媛  4:38.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
13～14歳

  462 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         中1

  457 二神　麻央      ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ        中2

  463 達川　夕愛      ﾀﾂｶﾜ ﾕｱ         中1

  459 河井　　萌      ｶﾜｲ ﾓｴ          中2


