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菅原　　詩 白組 幼    2

ｽｶﾞﾜﾗ ｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

工藤宥奈子 赤組 小4    3

ｸﾄﾞｳ ﾕﾅｺ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  2:16.00

○3   50m  1:06.00

佐々木涼香 赤組 小5    4

ｻｻｷ ﾘｮｳｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    34.00

○3  100m  1:30.00

乳井　実李 白組 小4    8

ﾆｭｳｲ ﾐﾉﾘ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:50.00

○3   50m    50.00

藤田　晴美 白組   19

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    48.00

○5   25m    27.00

中野天彩奈 赤組 小5   20

ﾅｶﾉ ｱｻﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    39.16

○3  100m  1:35.00

赤平　凜子 赤組 小1   22

ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m  1:30.00

○2   25m    50.00

山田　可奈 赤組 小4   24

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    59.51

○3   25m    30.00

山田　　紬 赤組 中2   25

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:30.00

○4   50m    46.05

佐藤　帆栞 白組 中1   28

ｻﾄｳ ﾎﾉｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○4  100m  1:40.00

○4   50m    35.00

山本　舞桜 白組 小3   30

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  1:37.00

○2   50m    42.00

小出　茉優 白組 幼   31

ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:05.00

伊藤　智花 赤組 小5   42

ｲﾄｳ ﾄﾓｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:36.00

○3   50m    49.70

糸田　美優 赤組 小2   43

ｲﾄﾀﾞ ﾐﾕ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    31.58

○2   50m  1:17.00

笹川穂乃花 赤組 小4   44

ｻｻｶﾞﾜ ﾎﾉｶ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:31.30

○3   50m    39.00

佐藤　幸妃 白組 小4   47

ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    52.00

○3  100m  1:40.00

畠山　優南 白組 小6   49

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   25m    16.00

○3   50m    36.00

山内佑希菜 白組 小6   50

ﾔﾏｳﾁ ﾕｷﾅ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    38.00

○3   25m    21.00

工藤　　舞 白組 小5   51

ｸﾄﾞｳ ﾏｲ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    57.00

○3   25m    23.00
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成田あゆみ 白組 小5   52

ﾅﾘﾀ ｱﾕﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    47.00

○3   25m    22.00

松崎　咲昊 白組 小4   53

ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:41.00

○3   50m    50.00

阿部　来実 白組 小3   54

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   50m    48.00

○2   25m    18.00

木村　心優 白組 小3   55

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｼﾛｸﾞﾐ

○2  100m  2:04.25

○2   50m    46.00

貴田なつみ 白組 小6   56

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:35.00

○3   50m    49.00

吉川美乃里 赤組 幼   57

ﾖｼｶﾜ ﾐﾉﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:25.00

山口　未来 白組 小2   58

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ ｼﾛｸﾞﾐ

○2   50m  1:00.00

○2   25m    40.00

成田　なつ 赤組 小6   63

ﾅﾘﾀ ﾅﾂ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00

○3   50m    41.00

小山内はづき 白組 小6   64

ｵｻﾅｲ ﾊﾂﾞｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:50.00

○3   50m  1:00.00

佐々木心緒 白組 小2   66

ｻｻｷ ﾐｵ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:05.00

○2   25m  1:00.00

下山　優芽 白組 小2   67

ｼﾓﾔﾏ ﾕﾒ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:05.00

○2   25m  1:00.00

秋元　奏心 白組 小4   68

ｱｷﾓﾄ ｶﾅｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m    50.00

○3   25m  1:00.00

対馬　美穂 白組   70

ﾂｼﾏ ﾐﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    56.00

○5   25m    21.00

奈良美沙子 赤組   71

ﾅﾗ ﾐｻｺ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    36.00

○5   25m    16.00

土岐陽菜乃 白組 小3   73

ﾄｷ ﾋﾅﾉ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:07.00

○2   25m  1:03.00

水木　結愛 赤組 幼   75

ﾐｽﾞｷ ﾕｱ ｱｶｸﾞﾐ

日景　杏佳 白組 高2   83

ﾋｶｹﾞ ｷｮｳｶ ｼﾛｸﾞﾐ

○5  100m  1:27.69

○5   50m    39.72

吹田　海茜 白組 幼   86

ﾌｷﾀ ﾉｱ ｼﾛｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

佐藤　聖那 赤組 小6   87

ｻﾄｳ ｾﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:00.00

○3   25m    45.00



Page    3

エントリー一覧 (女子)

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

|

2015/12/15 13:51:39 SEIKO Swimming Results System

越前　紫保 白組 中1   88

ｴﾁｾﾞﾝ ｼﾎ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    38.07

○4   25m    18.00

長内　杏蘭 赤組 小3   89

ｵｻﾅｲ ｱﾝﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m  1:00.00

○2   25m    35.00

長内　結杏 赤組 中1   90

ｵｻﾅｲ ﾕｱﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    34.00

○4  100m  1:20.00

菅原　暖菜 赤組 小1  100

ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m    40.00

工藤美智子 赤組  101

ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｺ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m  1:00.00

○5   25m    40.00

佐藤　柳子 赤組  102

ｻﾄｳ ﾘｭｳｺ ｱｶｸﾞﾐ

○5  100m  3:00.00

○5   50m  1:30.00

田中　信子 白組  103

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｺ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   25m    40.00

ｽﾗﾝﾌﾟ1号  106
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菅原　　成 白組 小6    1

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m    38.00

○3   25m    22.00

笹島　力弥 赤組 小5    5

ｻｻｼﾞﾏ ﾘｷﾔ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    57.60

○3   25m    28.00

児玉　陽紀 白組 小6    6

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｷ ｼﾛｸﾞﾐ

○3  100m  1:26.00

○3   50m    43.30

板垣　虹汰 白組 小4    7

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳﾀ ｼﾛｸﾞﾐ

○3   50m  1:02.00

○3   25m    26.05

小林　瑞季 赤組 小6    9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    34.45

○3   25m    20.00

小林　龍生 赤組 小4   10

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m  1:16.00

○3   25m    28.46

工藤　堅仁 赤組 小4   11

ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    49.05

○3   25m    26.00

松江　瑛汰 赤組 小3   12

ﾏﾂｴ ｴｲﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    46.00

○6   25m  1:14.58

泉　　裕仁 赤組 小5   13

ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    50.41

○3   25m    32.00

泉　　晴仁 赤組 小2   14

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    56.08

○2   25m    29.76

三浦　　聡 赤組   15

ﾐｳﾗ ｻﾄｼ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    45.00

○5   25m    18.00

三浦　拓磨 赤組 小6   16

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00

○3   50m    45.00

三浦　勇磨 赤組 幼   17

ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○6   25m  1:20.00

藤田　和也 白組   18

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ ｼﾛｸﾞﾐ

○5   50m    45.00

○5  100m  1:40.00

赤平　悠琉 赤組 小4   21

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    39.00

○3   25m    22.00

赤平　哲矢 赤組   23

ｱｶﾋﾗ ﾃﾂﾔ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    39.00

根本　文行 赤組   26

ﾈﾓﾄ ﾌﾐﾕｷ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    32.00

○5   25m    18.00

根本　沙風 赤組 小6   27

ﾈﾓﾄ ｻｱﾌ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    33.65

○3  100m  1:20.00

山本　龍舞 白組 中3   29

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾏ ｼﾛｸﾞﾐ

○4   50m    32.00

○4   25m    16.00








