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スタートリスト
競技№： 202 男子  200m リレー タイム決勝

10歳以下

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 1:58.55

(ｸﾗｽ)  四国記録 2:04.34

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 18:57:22 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2  1074 JSSセンコー         香  川  2:24.00

JSSｾﾝｺｰ             
10歳以下

  243 河野　天亮      ｺｳﾉ ﾀｶｱｷ        小5

  244 中辻　　慶      ﾅｶﾂｼﾞ ｹｲ        小4

  246 藤井　来飛      ﾌｼﾞｲ ﾗｲﾄ        小3

  245 上村　真永      ｶﾐﾑﾗ ﾏﾅﾄ        小3

 3  1106 ＯＫＳＳ            徳  島  2:15.00

OKSS                
10歳以下

 4  1086 ジャパン三木        香  川  2:14.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
10歳以下

  277 長谷　佳樹      ﾊｾ ﾖｼｷ          小4

  278 山津　恵汰      ﾔﾏﾂ ｹｲﾀ         小4

  275 山内　湊詞      ﾔﾏｳﾁ ｿｳｼ        小4

  276 鎌田　遥斗      ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ        小4

 5  1030 ジャパン観          香  川  2:14.68

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
10歳以下

 6  1116 ＯＫ脇町            徳  島  2:18.16

OKﾜｷﾏﾁ              
10歳以下

 7

 8
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 2組
 1  1163 フィッタ松山        愛  媛  2:12.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
10歳以下

  629 八重川　輝      ﾔｴｶﾜ ﾃﾙ         小4

  630 山田　朔久      ﾔﾏﾀﾞ ｻｸ         小3

  628 平田　優貴      ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ         小4

  627 駄場　匠介      ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ      小5

 2  1045 伊藤ＳＳ            香  川  2:10.23

ｲﾄｳSS               
10歳以下

  143 平田　統也      ﾋﾗﾀ ﾄｳﾔ         小4

  139 朝倉　心温      ｱｻｸﾗ ｼｵﾝ        小4

  144 白井　　惺      ｼﾗｲ ｻﾄﾙ         小4

  145 前田　聡介      ﾏｴﾀﾞ ｿｳｽｹ       小3

 3  1001 ジャパン高松        香  川  2:08.37

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
10歳以下

 4  1191 みかづきＳＳ        高  知  2:06.20

ﾐｶﾂﾞｷSS             
10歳以下

  803 川田琉空斗      ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ         小4

  804 三善　大煌      ﾐﾖｼ ﾀﾞｲｷ        小4

  807 栁川　禮志      ﾔﾅｶﾞﾜ ﾚｲｼﾞ      小4

  805 古谷　龍聖      ｺﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ       小4

 5  1014 ジャパン丸亀        香  川  2:07.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
10歳以下

 6  1181 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:09.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
10歳以下

  721 大石　陵雅      ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ      小5

  726 小松　久人      ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ         小4

  722 谷　　宗賢      ﾀﾆ ｼｭｳｹﾝ        小4

  724 大森　真慶      ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ       小4

 7  1056 坂出伊藤ＳＳ        香  川  2:10.50

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
10歳以下

  185 福江　結太      ﾌｸｴ ﾕｳﾀ         小4

  183 宮村　悠樹      ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳｷ        小4

  184 前場　　奏      ﾏｴﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ       小4

  186 榊　　武留      ｻｶｷ ﾀｹﾙ         小4

 8  1199 ＪＳＳ高知          高  知  2:12.00

JSSｺｳﾁ              
10歳以下

  837 釣井　浬琥      ﾂﾙｲ ﾘｸ          小4

  836 砂田朔太郎      ｽﾅﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ      小4

  838 一円　海斗      ｲﾁｴﾝ ｶｲﾄ        小4

  839 中山　堅仁      ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ        小3


