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大会記録            58.80

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 信州新町ｸ   336 坂井 なぎさ(5)    65.00 1  4 柏原(A)  607 仲田 真子(5)    63.38 

ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸ ｻｶｲ ﾅｷﾞｻ ｶｼﾜﾊﾞﾗA ﾅｶﾀﾞ ﾏｺ
  335 石川 亜優(5)  608 小林 由季(5)

ｲｼｶﾜ ｱﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ
  338 吉原 唯人(5)  610 佐藤 翔(5)

ﾖｼﾜﾗ ﾕｲﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳ
  337 想田 喬介(5)  609 小林 樹也(5)

ｿｳﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾔ
 2   3 長沼   566 今村 映里奈(5)    66.23 2  3 城山    66.02 

ﾅｶﾞﾇﾏ ｲﾏﾑﾗ ｴﾘﾅ ｼﾞｮｳﾔﾏ
  567 德永 千聖(5)

ﾄｸﾅｶﾞ ﾁｻﾄ
  568 宮澤 浩太(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ
  569 吉田 智哉(5)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 3   2 共和   683 新海 雪奈(5)    66.65 3  2 柏原(B)    67.11 

ｷｮｳﾜ ｼﾝｶｲ ﾕｷﾅ ｶｼﾜﾊﾞﾗB
  682 岩原 早紀(5)

ｲﾜﾊﾗ ｻｷ
  684 片桐 力(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾁｶﾗ
  685 村上 錬(5)

ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝ
 4   6 豊井   133 丸山 彩綺(5)    67.81 4  5 木島  251 田中 麗美(4)    67.97 

ﾄﾖｲ ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ ｷｼﾞﾏ ﾀﾅｶ    ﾚﾐ
  134 清野 遥菜(5)  252 古谷 あいり(4)

ｷﾖﾉ ﾊﾙﾅ ﾌﾙﾔ   ｱｲﾘ
  135 森山 昂汰(5)  253 六塚 琉良(4)

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳﾀ ﾑﾂﾂﾞｶ ﾙｲ
  136 津金 直紀(5)  254 高藤 陽樹(4)

ﾂｶﾞﾈ ﾅｵｷ ﾀｶﾄｳ  ﾊﾙｷ
 5   5 三水第二   493 山田 葉(4)    70.70 5  6 柏原(C)  615 外谷 桐子(4)    68.00 

ｻﾐｽﾞﾀﾞｲﾆ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳ ｶｼﾜﾊﾞﾗC ﾄﾔ ｷﾘｺ
  492 外谷 玲奈(4)  616 若月 夕果(4)

ﾄﾔ ﾚﾅ ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ
  495 馬島 司(4)  618 青栁 達典(4)

ﾏｼﾏ ﾂｶｻ ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾉﾘ
  494 小林 誠也(4)  617 外谷 塁(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ ﾄﾔ ﾙｲ
  4 平野   460 竹内 真歩(4)

ﾋﾗﾉ ﾀｹｳﾁ ﾏﾎ 失格
  461 藤澤 なぎさ(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｷﾞｻ
  462 芝池 恒哉(4)

ｼﾊﾞｲｹ ｺｳﾔ
  463 竹内 智哉(4)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ

混合

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



   1 柏原(A)    63.38 仲田 真子(5) 小林 由季(5) 佐藤 翔(5) 小林 樹也(5)  2  1
   2 信州新町ｸ    65.00 坂井 なぎさ(5) 石川 亜優(5) 吉原 唯人(5) 想田 喬介(5)  1  1
   3 城山    66.02  2  2
   4 長沼    66.23 今村 映里奈(5) 德永 千聖(5) 宮澤 浩太(5) 吉田 智哉(5)  1  2
   5 共和    66.65 新海 雪奈(5) 岩原 早紀(5) 片桐 力(5) 村上 錬(5)  1  3
   6 柏原(B)    67.11  2  3
   7 豊井    67.81 丸山 彩綺(5) 清野 遥菜(5) 森山 昂汰(5) 津金 直紀(5)  1  4
   8 木島    67.97 田中 麗美(4) 古谷 あいり(4) 六塚 琉良(4) 高藤 陽樹(4)  2  4
   9 柏原(C)    68.00 外谷 桐子(4) 若月 夕果(4) 青栁 達典(4) 外谷 塁(4)  2  5
  10 三水第二    70.70 山田 葉(4) 外谷 玲奈(4) 馬島 司(4) 小林 誠也(4)  1  5

混合混合

4×100mR4×100mR
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4


