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金沢プール  
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スタートリスト
競技№： 201 混合  200m リレー タイム決勝

競技

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

2017/05/25 23:34:36 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1   215 Team 110             4:00.00

競技

10045 伊藤　来美      ｲﾄｳ ｸﾙﾐ         中2
10163 伊藤　博信      ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ       
10164 桐畑　奎哉      ｷﾘﾊﾀ ｹｲﾔ        小5
10046 伊藤　楓雅      ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ        小5

 2   224 ソラーレ             3:00.00

競技

10198 宮下　滋        ﾐﾔｼﾀ ｼｹﾞﾙ       
10003 打田　幸男      ｳﾁﾀﾞ ﾕｷｵ        
10002 酒井　行雄      ｻｶｲ ﾕｷｵ         
10201 小泉　誠        ｺｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ       

 3   242 SON石川西部          2:58.20

競技

10270 後田　和幸      ｳｼﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ     
10271 野杉　圭太      ﾉｽｷﾞ ｹｲﾀ        中3
10272 中野　哲郎      ﾅｶﾉ ﾃﾂﾛｳ        
10273 池森　隆大      ｲｹﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ       

 4   213 羽咋中水泳部         2:17.00

競技

10154 吉田　華        ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ         中1
10155 川原　結佳      ｶﾜﾗ ﾕｳｶ         中2
10156 澤田　乃里      ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘ         中2
10157 小倉　千愛      ｵｸﾞﾗ ﾁｴ         中2

 5   239 羽咋SC               2:40.00

競技

10258 向田　琴音      ﾑｺｳﾀﾞ ｺﾄﾈ       小5
10259 小倉　三奈      ｵｸﾞﾗ ﾐﾅ         小6
10260 中西　一陽      ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾖｳ       小5
10261 古川　心奈      ﾌﾙｶﾜ ｺｺﾅ        小6

 6   207 TEAM JUNKO           3:00.00

競技

10004 表　淳子        ｵﾓﾃ ｼﾞｭﾝｺ       
10131 宮前　二三枝    ﾐﾔﾏｴ ﾌﾐｴ        
10132 菊池　有紀      ｷｸﾁ ﾕｷ          
10044 長縄　美穂      ﾅｶﾞﾅﾜ ﾐﾎ        

 7   243 SON石川内灘          3:00.00

競技

10274 松本　祥尚      ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ       
10275 宝島　亮介      ﾀｶﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ    
10276 小西　和仁      ｺﾆｼ ｶｽﾞﾋﾄ       
10277 漆畑　春人      ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ      
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 2組
 1   240 ソラーレ4            2:16.61

競技

10262 西村　早希      ﾆｼﾑﾗ ｻｷ         小5
10263 酒井　美夢      ｻｶｲ ﾐﾕ          小6
10264 宮坂　桜        ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ        小5
10265 中池　菜緒      ﾅｶｲｹ ﾅｵ         小6

 2   214 JSS粟崎A             2:10.00

競技

10158 香田　珂依      ｺｳﾀﾞ ｶｲ         小6
10159 山下　結平      ﾔﾏｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ      小6
10160 長谷　匠真      ﾊｾ ｼｮｳﾏ         小6
10161 坂本　椋汰      ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ       小6

 3   237 ｿﾗｰﾚﾎﾞｰｲｽﾞ           2:08.64

競技

10250 音　晴哉        ｵﾄ ﾊﾙﾔ          小6
10251 吉川　寛斗      ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾄ        小5
10252 木川　仁来      ｷｶﾞﾜ ﾏｻｷ        小6
10253 木川　友来      ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ        小6

 4   220 JSS金沢駅西B         2:05.00

競技

10182 林谷　脩吾      ﾊﾔｼﾀﾆ ｼｭｳｺﾞ     小5
10183 宮本　遥        ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙ         小5
10184 右近　紘        ｳｺﾝ ｺｳ          小5
10185 奥　已咲        ｵｸ ｲｻｷ          小5

 5   238 いいね金澤Jr         2:08.00

競技

10254 安田　三沙季    ﾔｽﾀﾞ ﾐｻｷ        小6
10255 池水　優芽      ｲｹﾐｽﾞ ﾕﾒ        中1
10256 大橋　美月      ｵｵﾊｼ ﾐﾂｷ        小6
10257 松本　恒太朗    ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ      中1

 6   209 白山市Jr選D          2:10.00

競技

10028 斉藤　菜々子    ｻｲﾄｳ ﾅﾅｺ        小6
10014 山中　寧音      ﾔﾏﾅｶ ﾈﾈ         小6
10140 長戸　和羅      ﾅｶﾞﾄ ｱｲﾗ        小6
10141 中川　凛香      ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｶ       小5

 7   227 JSS金沢駅西D         2:10.05

競技

10210 高木　玲        ﾀｶｷﾞ ﾚｲ         小6
10211 岩井　彩菜      ｲﾜｲ ｱﾔﾅ         小4
10212 森谷　古都      ﾓﾘﾔ ｺﾄ          小6
10213 北形　円夏      ｷﾀｶﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ      小5
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 3組
 1   211 白山市Jr選C          2:05.00

競技

10011 丸木　悠生      ﾏﾙｷ ﾕｳ          小6
10147 砂田　昇哩      ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳﾘ       小6
10148 村上　智羽也    ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾔ        小5
10149 見定　周        ｹﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳ      小6

 2   230 金沢SC小立野C        2:03.00

競技

10222 篠井　奈美      ｻｻｲ ﾅﾐ          高3
10223 小坂　珠奈      ｺｻｶ ｼﾞｭﾅ        中1
10224 越野　里佳子    ｺｼﾉ ﾘｶｺ         高3
10225 坂本　美優      ｻｶﾓﾄ ﾐﾕ         中3

 3   234 粟魂                 2:00.20

競技

10238 新出　起大      ｼﾝﾃﾞ ﾀﾂﾋﾛ       高1
10239 新出　晃大      ｼﾝﾃﾞ ｱｷﾄ        中1
10240 座主　天心      ｻﾞｽ ﾃﾝｼﾝ        中2
10241 橋本　一也      ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ       高3

 4   236 F.C.AIM 21 C         2:00.00

競技

10246 佐野　綾香      ｻﾉ ｱﾔｶ          中2
10247 秋葉　亮人      ｱｷﾊﾞ ﾘｮｳﾄ       中3
10248 松本　愛莉      ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ        小6
10249 杉山　蓮        ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾝ        中3

 5   228 野々市中学A          2:00.10

競技

10214 浦　大希        ｳﾗ ﾀﾞｲｷ         中3
10215 加藤　ゆい      ｶﾄｳ ﾕｲ          中3
10216 舘　歩          ﾀﾁ ｱﾕﾘ          中2
10217 八十島　拓海    ﾔｿｼﾏ ﾀｸﾐ        中3

 6   218 JSS粟崎B             2:00.23

競技

10174 小村　望        ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ        高2
10175 坂本　愛鈴      ｻｶﾓﾄ ｱｲﾘ        中2
10176 笠間　美羽      ｶｻﾏ ﾐｳ          中3
10177 川上　綾乃      ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾉ        中3

 7   222 JSS金沢駅西C         2:03.50

競技

10190 右近　羽菜      ｳｺﾝ ﾊﾅ          中2
10191 東　明優        ﾋｶﾞｼ ｱﾕ         中1
10192 瀧田　陽咲      ﾀｷﾀ ﾋｻｷ         中2
10193 三秋　怜子      ﾐｱｷ ﾚｲｺ         小6
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 4組
 1   233 F.C.AIM 21 D         2:00.00

競技

10234 東　きらり      ﾋｶﾞｼ ｷﾗﾘ        小6
10235 大久保　菜央    ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ        中2
10236 川上　心        ｶﾜｶﾐ ｺｺﾛ        高1
10237 寺前　遙哉      ﾃﾗﾏｴ ﾊﾙﾔ        中3

 2   205 小松大谷高A          2:00.00

競技

10122 宝井　春菜      ﾀｶﾗｲ ﾊﾙﾅ        高3
10123 古川　桃果      ﾌﾙｶﾜ ﾓﾓｶ        高3
10124 宝井　さやか    ﾀｶﾗｲ ｻﾔｶ        高2
10125 熊野　亜美      ｸﾏﾉ ｱﾐ          高2

 3   210 そうごＳＣ           1:56.00

競技

10142 松井　聖夢      ﾏﾂｲ ｾｲﾑ         中2
10143 佐々木　弥法    ｻｻｷ ﾐﾉﾘ         中2
10144 原田　凌        ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ        小6
10145 青山　ふう      ｱｵﾔﾏ ﾌｳ         中3

 4   223 白山市Jr選B          1:52.00

競技

10194 安井　桃香      ﾔｽｲ ﾓﾓｶ         中3
10195 森　咲菜        ﾓﾘ ｻﾅ           高1
10196 長戸　未羽      ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ         中2
10197 伏屋　結月      ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ        中2

 5   216 ToYo   B             1:55.00

競技

10166 新田　健人      ﾆｯﾀ ｹﾝﾄ         中3
10167 宮本　彩香      ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ        中3
10168 中村　志調      ﾅｶﾑﾗ ｼﾂﾞｷ       中2
10169 吉田　美空萌    ﾖｼﾀ ﾐｸﾓ         中3

 6   217 ﾘﾊﾞﾃｨ水夢A           1:57.00

競技

10170 山本　慶人      ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ        中3
10171 澤田　直輝      ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ        中3
10172 安達　優也      ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾔ        中3
10173 三口　武蔵      ﾐｸﾁ ﾑｻｼ         中1

 7   225 野々市中学B          2:00.00

競技

10202 水野　雄規      ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ        中3
10203 白馬　優樹      ｼﾛｳﾏ ﾕｳｷ        中2
10204 新江　遥空      ｱﾗｴ ﾊｸ          中2
10205 林　拳士朗      ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ       中3
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 5組
 1   202 加賀ｽｲﾑ倶楽部        1:52.00

競技

10110 寺田　隼大      ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ        高2
10111 安實　建人      ｱﾝｼﾞﾂ ｹﾝﾄ       高1
10112 北川　大輝      ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ      中3
10113 安實　裕太郎    ｱﾝｼﾞﾂ ﾕｳﾀﾛｳ     高2

 2   235 TOYO A               1:50.00

競技

10242 北村　朋也      ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ        中2
10243 前田　淳陽      ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾔ        中2
10244 梶　葵          ｶｼﾞ ｱｵｲ         中3
10245 本間　雄翔      ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ         中2

 3   212 金沢SC小立野B        1:50.00

競技

10150 中村　寛大      ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ        高3
10151 神田　浩太朗    ｶﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ      中3
10152 門　昴平        ｶﾄﾞ ｺｳﾍｲ        中3
10153 折坂　啓太      ｵﾘｻｶ ｹｲﾀ        中1

 4   206 小松SC B             1:48.00

競技

10126 徳田　恵人      ﾄｸﾀﾞ ｹｲﾄ        中3
10127 関口　州哉      ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ      中3
10128 城下　凜太朗    ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ      中2
10129 山本　琉賢      ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｹﾝ      中2

 5   219 小松大谷高B          1:48.00

競技

10178 中田　孝昌      ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾏｻ       高3
10179 山田　恕靖      ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾔｽ       高2
10180 宮下　元希      ﾐﾔｼﾀ ｹﾞﾝｷ       高1
10181 北野　侑        ｷﾀﾉ ｱﾂﾑ         高1

 6   231 F.C.AIM 21 B         1:50.00

競技

10226 桐木　悠翔      ｷﾘｷ ﾕｳﾄ         中2
10227 谷村　光康      ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾂﾔｽ       高3
10228 大柳　斗魔      ｵｵﾔﾅｷﾞ ｼｭｳﾏ     中2
10229 松本　悠汰      ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ        中3

 7   208 JSS金沢駅西A         1:51.27

競技

10134 小浦　健士朗    ｺｳﾗ ｹﾝｼﾛｳ       中1
10135 谷村　洸星      ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｾｲ       中1
10136 敦嶋　栄伍      ﾂﾙｼﾏ ｴｲｺﾞ       中1
10137 荒木　淳太郎    ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ     中1
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 6組
 1   201 小松SC A             1:48.00

競技

10106 竹野　桜        ﾀｹﾉ ｻｸﾗ         高2
10107 深沢　恵        ﾌｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ      高1
10108 深田　実乃里    ﾌｶﾀﾞ ﾐﾉﾘ        高3
10109 河崎　静来      ｶﾜｻｷ ｼｽﾞｸ       高2

 2   241 金沢星稜大学         1:45.00

競技

10053 山崎　絢莉      ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾘ       大3
10052 中村　篤史      ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ        大3
10054 大澤　雄也      ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ        大3
10070 金岡　天夢      ｶﾈｵｶ ﾃﾑ         大3

 3   232 チームＫＧ           1:44.00

競技

10230 酒井　翼        ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ        高3
10231 川本　天        ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ         高3
10232 永井　樹        ﾅｶｲ ｲﾂｷ         高3
10233 二口　乃望      ﾌﾀｸﾁ ﾉｿﾞﾑ       高3

 4   229 チームHYTK           1:42.00

競技

10218 小暮　友都      ｺｸﾞﾚ ﾕｳﾄ        
10219 池端　久泰      ｲｹﾊﾀ ﾋｻﾔｽ       
10220 元谷　つくば    ﾓﾄﾔ ﾂｸﾊﾞ        
10221 白井　香        ｼﾗｲ ｷｮｳ         

 5   221 F.C.AIM 21 A         1:43.00

競技

10186 朝比奈　睦寛    ｱｻﾋﾅ ｱﾂﾋﾛ       高2
10187 大久保　知哉    ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ       高1
10188 斎木　涼太郎    ｻｲｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ      中2
10189 朝比奈　倫寛    ｱｻﾋﾅ ﾄﾓﾋﾛ       中2

 6   203 金沢SC小立野A        1:45.00

競技

10114 浅岡　勇輝      ｱｻｵｶ ﾕｳｷ        高3
10115 樫見　聡        ｶｼﾐ ｿｳ          高3
10116 庄田　理人      ｼｮｳﾀﾞ ﾘﾋﾄ       高3
10117 高橋　匠斗      ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ        中3

 7   226 JSS粟崎C             1:45.59

競技

10206 深谷　太一      ﾌｶﾀﾆ ﾀｲﾁ        高1
10207 新保　幸輝      ｼﾝﾎﾞ ｺｳｷ        高3
10208 坂本　怜央      ｻｶﾓﾄ ﾚｵ         高1
10209 冬至　莞大      ﾄｳｼﾞ ｶﾝﾀ        中2

 8   204 白山市Jr選A          1:48.00

競技

10118 森　海斗        ﾓﾘ ｶｲﾄ          高2
10012 山中　暖人      ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ        高1
10120 木下　修平      ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾍｲ      高1
10121 伊藤　祥星      ｲﾄｳ ｼｮｳｾｲ       高1


