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チーム一覧

№ チーム名 ヨミガナ 加盟 学校 クラス 種目 距離 性別 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ OPEN 参加 POINT

2015/07/28 11:09:16 SEIKO Swimming Results System

    1 千年 ﾁﾄｾ 小学 全学年 リレー  200m 男子  2:34.32

    2 千年 ﾁﾄｾ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  2:59.77

    3 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学 全学年 リレー  200m 女子  4:18.70

    4 第三大成 ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｾｲ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子  4:54.55

    5 相馬 ｿｳﾏ 小学 全学年 リレー  200m 女子  3:39.91

    6 弘前大学付属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学 全学年 リレー  200m 男子  2:33.00

    7 弘前大学付属 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  3:00.00

    8 浪岡南 ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ 小学 全学年 リレー  200m 女子  3:03.21

    9 浪岡南 ﾅﾐｵｶﾐﾅﾐ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子  3:32.05

   10 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学 全学年 リレー  200m 男子  2:34.00

   11 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  2:57.20

   12 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学 全学年 リレー  200m 女子  3:19.20

   13 桂城 ｹｲｼﾞｮｳ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子  3:48.40

   14 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学 全学年 リレー  200m 男子  2:27.00

   15 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  2:50.00

   16 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学 全学年 リレー  200m 女子  3:05.00

   17 大館城南 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳﾅﾝ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子  3:19.00

   18 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学 全学年 リレー  200m 男子  2:55.58

   19 有浦 ｱﾘｳﾗ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  3:40.35

   20 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 小学 全学年 リレー  200m 男子  3:00.00

   21 扇田 ｵｳｷﾞﾀ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  3:25.00

   22 西館 ﾆｼﾀﾞﾃ 小学 全学年 リレー  200m 男子  3:00.00

   23 西館 ﾆｼﾀﾞﾃ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子  3:30.00

   24 弘前地区 ﾋﾛｻｷﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   25 弘前地区 ﾋﾛｻｷﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         

   26 平川地区 ﾋﾗｶﾜﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   27 平川地区 ﾋﾗｶﾜﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         

   28 大館地区 ｵｵﾀﾞﾃﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   29 大館地区 ｵｵﾀﾞﾃﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         

   30 南黒地区 ﾅﾝｺﾞｸﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   31 南黒地区 ﾅﾝｺﾞｸﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         

   32 弘前地区 ﾋﾛｻｷﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 女子         

   33 弘前地区 ﾋﾛｻｷﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子         

   34 平川地区 ﾋﾗｶﾜﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 女子         

   35 平川地区 ﾋﾗｶﾜﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子         

   36 大館地区 ｵｵﾀﾞﾃﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 女子         

   37 大館地区 ｵｵﾀﾞﾃﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子         

   38 南黒地区 ﾅﾝｺﾞｸﾁｸ 小学 全学年 リレー  200m 女子         

   39 南黒地区 ﾅﾝｺﾞｸﾁｸ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子         

   40 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   41 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         

   42 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学 全学年 リレー  200m 女子         

   43 大鰐 ｵｵﾜﾆ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 女子         

   44 碇ヶ関 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 小学 全学年 リレー  200m 男子         

   45 碇ヶ関 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 小学 全学年 メドレーリレー  200m 男子         


