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藤盛　颯太 赤組 小5    2
ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:58.00
○3   50m    39.40

○3   50m    41.60

藤盛　瑛太 赤組 小3    3
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴｲﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    33.00
○2   25m    38.00

泉　　遥斗 赤組 中3    4
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.50
○4   50m    28.39

○4  100m  1:18.00

三浦　勇磨 赤組 小3    5
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:45.00
○2   50m    48.00

成田　隼人 赤組 小1    7
ﾅﾘﾀ ﾊﾔﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m    50.00

伊藤　匠吾 赤組 中1    9
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    50.00
○4   50m    50.00

○4   50m    50.00

伊藤　壮寿 赤組 小5   10
ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m  1:30.00
○3   50m  1:30.00

○3   50m  1:30.00

小出　遥俊 赤組 中2   14
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    40.00
○4   25m    45.00

○4   50m    39.00

小出　茉優 赤組 小2   15
ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  2:10.00
○2   50m  1:00.00

○2   25m    50.00

児玉　万采 赤組 小2   16
ｺﾀﾞﾏ ﾏｺﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○1   25m  1:00.00
○2   25m    45.00

○2   25m    50.00

山内　謙槙 赤組 小5   17
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    45.00
○3   50m    45.00

横濱　望実 赤組 小6   18
ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:37.88
○3   50m    33.78

○3   50m    45.87

横濱　光里 赤組 小2   19
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾘ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    27.00
○2   25m    53.00

○2   50m  1:25.00

春日　楓香 赤組 小2   20
ｶｽｶﾞ ﾌｳｶ ｱｶｸﾞﾐ
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吉岡　亮伍 赤組 中3   31
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    29.00
○4   50m    33.00

○4   25m    14.00

木村凛太郎 赤組 小6   32
ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    50.00
○3   50m    38.90

木村　綸奈 赤組 小4   33
ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    38.23

三浦　拓磨 赤組 中3   43
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｱｶｸﾞﾐ

○4   25m    13.01
○4   50m    28.50

相馬　夏稀 赤組 小5   45
ｿｳﾏ ﾅﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    42.00
○3   25m    20.00

相馬　優色 赤組 小1   46
ｿｳﾏ ﾕｲ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    45.00
○2   25m  1:15.00

○2   50m  1:50.00

佐々木駿弥 赤組 小5   47
ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    40.00
○3   50m  1:10.00

畠山　　尽 赤組 小6   48
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○3   25m    22.00
○3   50m    44.00

阿部　来実 赤組 小6   49
ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:20.00
○3   50m    32.00

成田　一颯 赤組 小5   50
ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:24.00
○3   50m    31.99

○3   50m    35.47

成田　輝星 赤組 小3   51
ﾅﾘﾀ ﾋｶﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○2  100m  1:29.97
○2   50m    34.18

○2   50m    44.75

小松　海道 赤組 小4   52
ｺﾏﾂ ｶｲｼﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:25.00
○3   50m    34.74

○3   50m    43.65

田村　大雅 赤組 小5   54
ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:55.00
○3   25m    25.00

○3   50m    48.00

八代　魁生 赤組 中2   56
ﾔｼﾛ ｶｲｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    37.00
○4  100m  1:21.00

福岡実樹瑠 赤組 中2   57
ﾌｸｵｶ ﾐｼﾞｭﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    34.00
○4  100m  1:30.00

佐藤　幸妃 赤組 中1   58
ｻﾄｳ ｻﾂｷ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    36.00
○4  100m  1:18.00
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松崎　咲昊 赤組 中1   59
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    34.00
○4  100m  1:19.00

山口　健心 赤組 小1   60
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ ｱｶｸﾞﾐ

○2   50m    56.00
○2  100m  2:20.00

○2   50m  1:16.00

山口　未来 赤組 小5   61
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:29.00
○3   50m    34.00

○3   50m    39.00

赤平　凜子 赤組 小4   62
ｱｶﾋﾗ ﾘｺ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:39.37
○3   50m    46.69

赤平　悠琉 赤組 中1   63
ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:16.50
○4   50m    36.50

○4   25m    18.00

赤平　華子 赤組 小1   64
ｱｶﾋﾗ ｶｺ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m  1:00.00
○2   25m  1:10.00

大川月宇空 赤組 小1   68
ｵｵｶﾜ ﾙｳｱ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    50.00
○2   25m    55.00

○1   25m  1:00.00

奈良田理仁 赤組 小5   72
ﾅﾗﾀ ｱﾘﾋﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○3   50m    33.58
○3  100m  1:30.00

○3   50m    42.02

中村　心咲 赤組 小4   85
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:31.00
○3   50m    39.00

○3   50m    42.00

佐藤　玲奈 赤組 小3   86
ｻﾄｳ ﾚﾅ ｱｶｸﾞﾐ

○2   25m    22.00
○2   50m    51.61

○2   50m    54.00

川村　勇太 赤組 中2   89
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ ｱｶｸﾞﾐ

○4  100m  1:15.00
○4   50m    40.00

小笠原　淳 赤組 中1   90
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ ｱｶｸﾞﾐ

○4   50m    42.00
○4   25m    17.00

○4   50m    30.19

奈良岡琉彗 赤組 小4   91
ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｱｶｸﾞﾐ

○3  100m  1:30.00
○3   50m    40.00

○3   50m    40.27

岸　じゅな 赤組 小1   94
ｷｼ ｼﾞｭﾅ ｱｶｸﾞﾐ

岸　しゅか 赤組 幼0   95
ｷｼ ｼｭｶ ｱｶｸﾞﾐ



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
|

2018/12/21 17:38:01 SEIKO Swimming Results System

亀山げんき 赤組 小1   96
ｶﾒﾔﾏ ｹﾞﾝｷ ｱｶｸﾞﾐ

伊藤　和将 赤組   98
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ ｱｶｸﾞﾐ

小林　祐斗 赤組 高2   99
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    29.50
○5  100m  1:04.00

畠山　　拡 赤組 高2  100
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    30.50
○5  100m  1:07.00

山田　陽平 赤組 高2  101
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    38.00
○5  100m  1:12.00

兜森　佑樹 赤組 高1  106
ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ ｱｶｸﾞﾐ

○5   50m    27.90
○5  100m  1:08.00
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混合    1 赤組選抜1 ｱｶｸﾞﾐ 一般   14 ○6 200m  1:40.00

混合    1 赤組選抜2 ｱｶｸﾞﾐ 一般   15 ○6 200m  1:40.00


