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スタートリスト
競技№：   1 混合  200m リレー タイム決勝

全クラス

     

     

     

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

2018/12/21 17:22:53 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2     2 弘大付属小          

ﾋﾛﾀﾞｲﾌｿﾞｸｼｮｳ        学童
全クラス

   36 平賀　寛菜      ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ        小5

   35 中村　心音      ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ        小5

   37 三浦悠理子      ﾐｳﾗ ﾕﾘｺ         小3

   34 阿部　真翔      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾄ         小4

 3    12 ｸﾚｲｼﾞｰﾎﾞｰｲｽﾞ        

ｸﾚｲｼﾞｰﾎﾞｰｲｽﾞ        学童
全クラス

   88 対馬　柚生      ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ        小6

   91 奈良岡琉彗      ﾅﾗｵｶ ﾘｭｳｾｲ      小4

   83 粟津聡一郎      ｱﾜﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ      小3

   85 中村　心咲      ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ        小4

 4     4 花岡小              

ﾊﾅｵｶｼｮｳ             学童
全クラス

   48 畠山　　尽      ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ       小6

   49 阿部　来実      ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ         小6

   50 成田　一颯      ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ        小5

   52 小松　海道      ｺﾏﾂ ｶｲｼﾞ        小4

 5     1 有浦小               2:40.00

ｱﾘｳﾗｼｮｳ             学童
全クラス

    6 武田　藍門      ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾄ        小5

   45 相馬　夏稀      ｿｳﾏ ﾅﾂｷ         小5

   47 佐々木駿弥      ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ        小5

   54 田村　大雅      ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ        小5
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 2組
 1

 2     5 王子さんズ          

ｵｳｼﾞｻﾝｽﾞ            
全クラス

   97 吉川　悟史      ﾖｼｶﾜ ｻﾄｼ        

   82 粟津　俊一      ｱﾜﾂ ｼｭﾝｲﾁ       

   93 山内　　学      ﾔﾏｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ       

   98 伊藤　和将      ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ       

 3     6 北陽中               2:10.00

ﾎｸﾖｳﾁｭｳ             中学
全クラス

   56 八代　魁生      ﾔｼﾛ ｶｲｾｲ        中2

   57 福岡実樹瑠      ﾌｸｵｶ ﾐｼﾞｭﾙ      中2

   58 佐藤　幸妃      ｻﾄｳ ｻﾂｷ         中1

   59 松崎　咲昊      ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ        中1

 4     9 ゆうえい乙女        

ﾕｳｴｲｵﾄﾒ             学童
全クラス

   70 須藤　　董      ｽﾄｳ ｽﾐﾚ         小6

   61 山口　未来      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ        小5

   62 赤平　凜子      ｱｶﾋﾗ ﾘｺ         小4

   18 横濱　望実      ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ        小6

 5     3 ゆうえいﾀﾞﾝﾃﾞｨ      

ﾕｳｴｲﾀﾞﾝﾃﾞｨ          学童
全クラス

   11 浪岡　洋輔      ﾅﾐｵｶ ﾖｳｽｹ       小5

   55 飯塚　凜人      ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾝﾄ       小6

    5 三浦　勇磨      ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ         小3

   72 奈良田理仁      ﾅﾗﾀ ｱﾘﾋﾄ        小5
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 3組
 1    11 ﾓｻﾓｻな猛者たち      

ﾓｻﾓｻﾅﾓｻﾀﾁ           中学
全クラス

   69 間山　雄飛      ﾏﾔﾏ ﾕｳﾋ         中1

   63 赤平　悠琉      ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ         中1

    1 笹島　力弥      ｻｻｼﾞﾏ ﾘｷﾔ       中2

   44 内藤　　輝      ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ        中2

 2    13 チームひらかわ      

ﾁｰﾑﾋﾗｶﾜ             中学
全クラス

   92 伊藤　祐陽      ｲﾄｳ ﾕｳﾋ         中2

   90 小笠原　淳      ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ      中1

   87 奈良岡志穂      ﾅﾗｵｶ ｼﾎ         中1

   89 川村　勇太      ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ        中2

 3     7 大館桂桜1           

ｵｵﾀﾞﾃｹｲｵｳ1          高校
全クラス

   99 小林　祐斗      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ       高2

  103 松橋　稜太      ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳﾀ       高2

  102 鳴海　雄大      ﾅﾙﾐ ﾕｳﾀﾞｲ       高2

  106 兜森　佑樹      ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ      高1

 4     8 大館桂桜2           

ｵｵﾀﾞﾃｹｲｵｳ2          高校
全クラス

  100 畠山　　拡      ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾑ       高2

  104 田中　　翼      ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ        高2

  101 山田　陽平      ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ       高2

  105 高橋　　涼      ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ        高1

 5    18 タクマンズ          

ﾀｸﾏﾝｽﾞ              中学
全クラス

    4 泉　　遥斗      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ        中3

   31 吉岡　亮伍      ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ      中3

   42 石戸谷嵩暁      ｲｼﾄﾞﾔ ﾀｶｱｷ      中3

   43 三浦　拓磨      ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ         中3
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 1組
 1

 2    14 赤組選抜1           

ｱｶｸﾞﾐ               
全クラス

   89 川村　勇太      ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ        中2

   31 吉岡　亮伍      ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ      中3

   49 阿部　来実      ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ         小6

   18 横濱　望実      ﾖｺﾊﾏ ﾐﾉﾘ        小6

 3    16 白組選抜1           

ｼﾛｸﾞﾐ               
全クラス

   69 間山　雄飛      ﾏﾔﾏ ﾕｳﾋ         中1

   44 内藤　　輝      ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ        中2

   70 須藤　　董      ｽﾄｳ ｽﾐﾚ         小6

   36 平賀　寛菜      ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ        小5

 4    15 赤組選抜2           

ｱｶｸﾞﾐ               
全クラス

    4 泉　　遥斗      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ        中3

   43 三浦　拓磨      ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ         中3

   72 奈良田理仁      ﾅﾗﾀ ｱﾘﾋﾄ        小5

   61 山口　未来      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ        小5

 5    17 白組選抜2           

ｼﾛｸﾞﾐ               
全クラス

   92 伊藤　祐陽      ｲﾄｳ ﾕｳﾋ         中2

   87 奈良岡志穂      ﾅﾗｵｶ ｼﾎ         中1

   88 対馬　柚生      ﾂｼﾏ ﾕｽﾞｷ        小6

   53 佐々木希実      ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ        小5
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