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菅原　　成 赤組 小5    1

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    19.00

○3   50m    45.00

泉　　遥斗 赤組 小5    2

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.08

○3  100m  1:45.00

伊藤慎太朗 赤組 小3    3

ｲﾄｳｼﾝﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    42.00

○2  100m  1:50.00

伊藤　明子 赤組 小1    4

ｲﾄｳ ﾒｲｺ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    40.00

○2   25m    30.00

岩谷　　瞭 赤組 小5    5

ｲﾜﾔ ﾘｮｳ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:30.00

岩谷　　薫 赤組 幼    6

ｲﾜﾔ ｶｵﾙ ｱｶｸﾞﾐ

赤平　悠琉 赤組 小3    7

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    55.00

○2  100m  2:15.00

村上　隆道 赤組 小3    8

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾐﾁ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    19.00

○2   50m    50.00

伊藤　成央 赤組 小3    9

ｲﾄｳ ﾅｵ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m    54.00

伊藤　璃音 赤組 小1   10

ｲﾄｳ ﾘｵ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    45.00

○2   25m    35.00

伊藤　瑠晟 赤組 幼   11

ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

赤平　凛子 赤組 幼   12

ｱｶﾋﾗ ﾘﾝｺ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

畠山　優騎 赤組 小6   13

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    36.00

○3  100m  1:20.00

渡邊　悠斗 赤組 小5   15

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    50.00

鶴岡　真治 白組   16

ﾂﾙｵｶ ｼﾝｼﾞ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    35.00

鳴海　好子 赤組   17

ﾅﾙﾐ ﾖｼｺ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m  1:10.00

鳴海　秀雄 赤組   18

ﾅﾙﾐ ﾋﾃﾞｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    30.00

○5   50m  1:20.00

小田切久人 赤組   19

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋｻﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

○5   50m    37.00

佐々木孝雄 赤組   20

ｻｻｷ ﾀｶｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    15.00

○5   50m    33.00
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櫻庭　　強 赤組   21

ｻｸﾗﾊﾞ ﾂﾖｼ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    21.24

○5   50m    34.13

山口　　徹 赤組   22

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

○5   50m    35.00

山田　可奈 赤組 小3   23

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    40.00

○2   50m  1:10.00

山田　　紬 赤組 中1   24

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    15.00

○4   50m    38.00

虻川　音々 赤組 小3   25

ｱﾌﾞｶﾜ ﾈﾈ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

木村　心優 白組 小2   26

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    35.24

○2   50m  1:10.00

泉　　裕仁 赤組 小4   27

ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    26.00

○3   50m  1:05.00

泉　　晴仁 赤組 小1   28

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

鈴木　俊平 赤組 小5   29

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.00

○3  100m  1:30.00

山田　大希 赤組 中1   30

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

○4  100m  1:18.00

山田　日愛 赤組 小2   31

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    35.00

○2   50m  1:10.00

藤田　和也 白組   32

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    43.00

○5  100m  2:00.00

谷口　晴美 白組   33

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    23.00

成田　なつ 赤組 小5   34

ﾅﾘﾀ ﾅﾂ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    15.00

○3   50m    32.00

小山内尚子 白組 中1   35

ｵｻﾅｲ ﾅｵｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    32.50

○4  100m  1:25.00

小山内法子 白組 小5   36

ｵｻﾅｲ ﾉﾘｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    50.00

小山内朋幸 白組 小3   37

ｵｻﾅｲ ﾄﾓﾕｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    38.00

○2   50m  1:20.00

小山内春幸 白組 小1   38

ｵｻﾅｲ ﾊﾙﾕｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

若松　　怜 赤組 小5   39

ﾜｶﾏﾂ ﾚｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    15.00

○3  100m  1:22.30
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菅原　真樹 赤組   40

ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

○5   50m    30.00

菅原悠ノ介 赤組 小2   41

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾉｽｹ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

佐々木涼香 赤組 小4   42

ｻｻｷ ﾘｮｳｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    42.93

○3  100m  1:55.00

工藤　丈士 赤組 小4   43

ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.42

○3  100m  1:52.14

工藤　健司 赤組   44

ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○5   25m    20.00

○5  100m  1:30.00

安保　真理 赤組 小6   45

ｱﾎﾞ ﾏﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    53.00

貴田なつみ 白組 小5   46

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:35.00

小山内いづみ 白組 幼   47

ｵｻﾅｲｲﾂﾞﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

小山内はづき 白組 小5   48

ｵｻﾅｲ ﾊﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    30.00

○3   50m  1:00.00

吉川美乃里 白組 幼   49

ﾖｼｶﾜ ﾐﾉﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

小林　瑞季 赤組 小5   50

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    50.00

○3  100m  3:45.00

小林　龍生 赤組 小3   51

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00

工藤　春葵 白組 小1   52

ｸﾄﾞｳ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

○2   25m    45.00

工藤宥奈子 白組 小3   53

ｸﾄﾞｳ ﾕﾅｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    40.00

○2   50m  1:15.00

石郷　朱麗 白組 小5   54

ｲｼｺﾞｳ ｼﾞｭﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    36.00

○3  100m  1:25.00

岡部　華佳 赤組 中1   55

ｵｶﾍﾞ ﾊﾙｶ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    32.00

○4  100m  1:15.00

岡部　華英 白組 中1   56

ｵｶﾍﾞ ﾊﾅｴ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

○4  100m  1:20.00

成田　　樹 白組 幼   57

ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:20.00

成田　雪音 白組 小4   58

ﾅﾘﾀ ﾕｷﾈ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m  1:03.00



Page    4

エントリー一覧 

自 背 平 バ 個

由 泳 泳 タ 人

日水連ｺｰﾄﾞ 氏  名 所属名 学年 登録№ 形 ぎ ぎ フ メ 距離 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

ラ ド

年齢 イ レ

|

2014/12/19 16:59:32 SEIKO Swimming Results System

松江　瑛汰 赤組 小2   59

ﾏﾂｴ ｴｲﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

○2   25m  1:10.00

工藤　堅仁 赤組 小3   60

ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    28.00

○2   50m    50.00

児玉　陽紀 白組 小5   61

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    46.00

○3  100m  1:28.00

児玉　拓海 白組 小6   62

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    24.00

○3   50m    54.00

板垣　　颯 白組 小6   63

ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.59

○3  100m  1:37.00

半澤　穂香 白組 小6   64

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    35.00

○3  100m  1:34.00

尾山　優恭 白組 小6   65

ｵﾔﾏ ｳｷｮｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    30.86

○3  100m  1:28.10

長谷部胤心 白組 小6   66

ﾊｾﾍﾞｲﾝｼﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    35.11

○3  100m  1:20.00

佐々木　凜 白組 小5   67

ｻｻｷ ﾘﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3  100m  1:47.00

佐藤　洸希 白組 小6   68

ｻﾄｳ ｺｳｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    41.50

○3  100m  1:35.00

葛西　美憂 白組 小5   69

ｶｻｲ ﾐﾕｳ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    35.00

○3   50m  1:10.00

川村　勇太 白組 小4   70

ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    41.00

○3  100m  1:40.00

川村　洸太 白組 小2   71

ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    30.00

○2   50m  1:00.00

三浦　拓磨 赤組 小5   72

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    38.00

○3  100m  1:50.00

渡辺　梓乃 白組 小5   73

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    19.00

○3  100m  1:40.00

松崎　咲昊 白組 小3   74

ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m  1:10.00

佐藤　幸妃 白組 小3   75

ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    27.00

○2   50m    59.00

阿部　来実 白組 小2   76

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    34.00

○2   50m  1:00.00

畠山　優南 白組 小5   77

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    44.74
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木村　冬月 白組 小6   78

ｷﾑﾗ ﾌﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    25.00

○3   50m    44.82

山内佑希菜 白組 小5   79

ﾔﾏｳﾁ ﾕｷﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    49.00

成田　　汐 白組 小6   80

ﾅﾘﾀ ｼｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    18.72

○3   50m    39.50

木村　智乃 白組 小5   81

ｷﾑﾗ ﾁﾉ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m  1:01.00

田沢　尚紀 白組 小6   82

ﾀｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    29.25

○3  100m  1:15.51

高橋　海翔 赤組 小5   83

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    40.00

○3   50m  1:05.00

虻川　　響 赤組 小5   84

ｱﾌﾞｶﾜ ﾋﾋﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    14.00

○3   50m    31.00

笹川　祐人 赤組 小5   85

ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    28.00

○3   50m    57.00

中野天彩奈 白組 小4   86

ﾅｶﾉ ｱｻﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    44.00

○3  100m  1:55.00

畠山　拡 白組 中1   87

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    41.00

○4  100m  1:35.00

対馬　美穂 白組   88

ﾂｼﾏ ﾐﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    58.00

○5  100m  2:00.00

奈良美沙子 白組   89

ﾅﾗ ﾐｻｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    36.00

○5  100m  1:40.00

相馬　　淳 白組   90

ｿｳﾏ ｼﾞｭﾝ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    19.00

○5   50m    38.00

石垣　稜歩 赤組 中1   91

ｲｼｶﾞｷ ﾘｮｳﾎ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    36.00

○4  100m  1:18.00

小出　遥俊 赤組 小4   93

ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄｼ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    42.98

岩渕　幸穂 赤組   94

ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾁｵ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    37.00

○5  100m  1:20.00

佐藤　彰良 白組 小2   95

ｻﾄｳ ｱｷﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    32.00

○2   50m  1:07.00

木村　鴻志 白組 小3   96

ｷﾑﾗ ｺｳｼ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00

○2   50m    48.88

木村　颯志 白組 小3   97

ｷﾑﾗ ｿｳｼ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m  1:06.00

○2   50m  1:00.00
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奈良岡志穂 白組 小3   98

ﾅﾗｵｶ ｼﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    33.00

○2   50m    41.00

桑田　晴輝 白組 小4   99

ｸﾜﾀ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    30.00

○3   50m    59.00

神成裕太郎 赤組 中2  100

ｶﾝﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    35.00

丸山　海斗 白組 中2  101

ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    30.00

尾崎　翔太 赤組 中2  102

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    28.00

奥村　晃平 白組 中2  103

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    29.00

畠山　　駿 赤組 中2  104

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    31.00

山口　矩慶 白組 中1  105

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾁｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    34.00

山本　耕嗣 赤組 中1  106

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

安保　　光 白組 中1  107

ｱﾎﾞ ﾋｶﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    39.00

佐藤　亮太 赤組 中1  108

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    38.00

塚本　啓太 白組 中3  109

ﾂｶﾓﾄ ｹｲﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    29.00

伊藤龍之介 白組 中2  110

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   25m    18.00

○4  100m  1:25.00

伊藤　和花 赤組 小6  111

ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    20.00

○3  100m  1:35.00

築館　龍生 赤組 小5  112

ﾁｸﾀﾞﾃ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    40.00

○3  100m  1:25.00

工藤　知煕 赤組 中2  113

ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    39.00

○4  100m  1:26.00

乳井　実季 白組 小3  114

ﾆｭｳｲ ﾐｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   25m    25.00

○2   50m    49.00

吹田紗也加 白組  115

ﾌｷﾀ ｻﾔｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m  1:00.00

佐藤　爽央 赤組 小4  116

ｻﾄｳ ｱｷｵ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    27.64

○3   50m  1:04.06


