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スタートリスト
競技№：  99 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

11～12歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 2:01.37

(ｸﾗｽ)  四国記録 2:02.16

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 18:56:54 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1133 五百木ＳＣ          愛  媛  2:21.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
11～12歳

  466 大塚みらい      ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ        小6

  467 田村　　菫      ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ         小5

  468 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小5

  464 大川　心暖      ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ        中1

 4  1039 ジャパン観          香  川  2:19.08

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
11～12歳

 5  1010 ジャパン高松        香  川  2:19.28

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
11～12歳

   25 栗　菜々実      ｸﾘ ﾅﾅﾐ          小6

   26 氏原　志歩      ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾎ        小5

   24 淀谷　　希      ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ       小6

   23 岡　美羽奈      ｵｶ ﾐﾊﾅ          小6

 6  1187 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛 棄権

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
11～12歳

 7

 8
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 2組
 1  1052 伊藤ＳＳ            香  川  2:15.78

ｲﾄｳSS               
11～12歳

  159 大前　　遥      ｵｵﾏｴ ﾊﾙｶ        小6

  161 藤川　奈々      ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾅ        小5

  157 重成　絢香      ｼｹﾞﾅﾘ ｱﾔｶ       中1

  160 霜出こころ      ｼﾓｲﾃﾞ ｺｺﾛ       小5

 2  1071 サンダーＳＳ        香  川  2:13.63

ｻﾝﾀﾞｰSS             
11～12歳

  228 渡邉　摩莉      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ        小6

  232 大下ひなた      ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ        小5

  230 三橋　美羽      ﾐﾂﾊｼ ﾐｳ         小6

  229 中須賀優伽      ﾅｶｽｶ ﾕｳｶ        小6

 3  1123 ＯＫ藍住            徳  島  2:13.00

OKｱｲｽﾞﾐ             
11～12歳

  413 加集　優実      ｶｼｭｳ ﾏｻﾐ        小6

  411 中逵　真桜      ﾅｶﾂｼﾞ ﾏｵ        中1

  412 泰地　彩良      ﾀｲﾁ ｱﾔﾐ         小6

  414 髙木　心春      ﾀｶｷﾞ ｺﾊﾙ        小6

 4  1103 ハッピー阿南        徳  島  2:10.06

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
11～12歳

  327 南　　綾音      ﾐﾅﾐ ｱﾔﾈ         小6

  326 山口　叶音      ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ       小6

  329 安部　朱里      ｱﾍﾞ ｱｶﾘ         小5

  328 篠原　小粋      ｼﾉﾊﾗ ｺｲｷ        小6

 5  1026 ジャパン丸亀        香  川  2:12.60

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
11～12歳

 6  1115 ＯＫＳＳ            徳  島  2:13.50

OKSS                
11～12歳

 7  1154 ファイブテン        愛  媛  2:15.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
11～12歳

  539 星田　京美      ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ        小5

  537 今城　姫桜      ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ      小6

  536 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         中1

  540 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小5

 8  1096 ジャパン三木        香  川  2:17.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
11～12歳

  284 横田　美翼      ﾖｺﾀ ﾐﾊﾈ         小6

  285 門田　紗季      ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻｷ        小5

  283 英　　佑月      ﾊﾅﾌﾞｻ ﾕﾂﾞｷ      中1

  286 波柴　梨花      ﾊｼﾊﾞ ﾘﾝｶ        小5


