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℃気温 ℃水温現在

女子 100 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:28.10学童5新湊小

学童5渋谷　綾那

富山

小田あす花

高沢　朱里

学童3

学童5

 1/ 5 宮本　桃夏1111

女子 100 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

1競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:37.00 新湊カニかに

 岡田　弘美

富山

葡萄原真理

大場　澄子

 

 

 1/ 3 伊藤　美香1111

男子 100 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:40.67学童5歌の森小5年

学童5般若　武琉

富山

三井　稀斗

森　　高慎

学童5

学童5

 1/ 6 森田　暖都1111

男子 100 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

2競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:10.52 射水市水協

 西原　裕治

富山

牧田　大毅

柴田龍之助

 

 

 1/ 4 亀田　市郎1111

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               25.13島倉美千代 新湊カニかに 富山 7/ 61111

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               25.02岡田　弘美 新湊カニかに 富山 7/ 51111

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               24.53樋口　　愛 新湊カニかに 富山 7/ 41111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               16.57学童6正保　悠良 太閤山小 富山 7/ 21111

               17.19学童6秋元　七海 中太閤山小 富山 7/ 32222

               19.00学童6木村　萌愛 大門小 富山 6/ 53333

               21.75学童6勝山　麗来 作道小 富山 6/ 44444

      棄　　権学童6藤川　未悠 中太閤山小 富山 6/ 6

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               16.26学童5石川　心暖 小杉小 富山 6/ 21111

               17.31学童5笠原　麻衣 大島小 富山 6/ 32222

               18.28学童5渋谷　綾那 新湊小 富山 5/ 33333

               18.29学童5向山　麗央 塚原小 富山 5/ 44444

               18.39学童5向井　　詠 下村小 富山 5/ 55555

               20.76学童5宮本　桃夏 新湊小 富山 5/ 66666

               23.63学童5福澤　美和 塚原小 富山 5/ 27777

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   16.12学童4片林　未空 片口小 富山 4/ 41111

      大会新   16.16学童4高野　絢羽 太閤山小 富山 4/ 52222

               20.06学童4境蓮　芽衣 新湊小 富山 4/ 63333

               20.91学童4小山千妃呂 塚原小 富山 4/ 24444

               23.64学童4正保穂乃花 太閤山小 富山 4/ 35555

               24.01学童4柴田　萌衣 中太閤山小 富山 3/ 66666

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               17.33学童3小田あす花 新湊小 富山 3/ 31111

               23.27学童3河合　百花 大門小 富山 2/ 32222

               24.75学童3斉藤　　詩 大門小 富山 2/ 63333

               24.85学童3溪　　彩那 大島小 富山 3/ 44444

               26.70学童3大垣　まこ 太閤山小 富山 2/ 45555

               27.58学童3池田　実花 片口小 富山 1/ 36666

               27.67学童3森田　彩楓 歌の森小 富山 3/ 27777

               30.25学童3棚田　芽花 堀岡小 富山 3/ 58888

               30.35学童3山峯　未来 作道小 富山 1/ 59999

               32.88学童3米澤　雅優 太閤山小 富山 2/ 510101010

女子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

5競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               29.41学童2杓谷　愛琉 塚原小 富山 1/ 41111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               23.71竹内　昭夫 海竜ＳＳ 富山 9/ 61111

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               17.12家倉　広大 新湊カニかに 富山 9/ 51111

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   12.53牧田　大毅 射水市水協 富山 9/ 41111

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               15.97学童6林　　剣吾 作道小 富山 9/ 21111

               16.16学童6明野　斗貴 作道小 富山 9/ 32222

               17.71学童6境蓮　來威 新湊小 富山 8/ 53333

               18.30学童6北本　　歩 大門小 富山 8/ 64444

               19.97学童6塩田　琉惟 大門小 富山 7/ 35555

               20.60学童6山峯　修二 作道小 富山 7/ 66666

               22.35学童6花木　寿成 作道小 富山 8/ 47777

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               21.13学童5勝山　　樹 塚原小 富山 8/ 31111

               22.17学童5森田　暖都 歌の森小 富山 8/ 22222

      棄　　権学童5高寺　翔生 太閤山小 富山 7/ 5

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               18.96学童4中波虎大郎 金山小 富山 7/ 21111

               19.56学童4穴田　浩暉 新湊小 富山 6/ 42222

               19.84学童4原田　瑛士 東明小 富山 7/ 43333

               21.14学童4佐伯　龍一 歌の森小 富山 5/ 44444

               21.73学童4高松　篤生 歌の森小 富山 5/ 65555

               22.67学童4澤井　悠太 小杉小 富山 6/ 36666

               22.78学童4笹川　昊雅 歌の森小 富山 1/ 67777

               24.20学童4紺野　瑞貴 太閤山小 富山 6/ 68888

               24.23学童4堀川朔太郎 太閤山小 富山 6/ 29999

               27.64学童4山田　　蓮 中太閤山小 富山 5/ 310101010

               27.77学童4出本　　一 中太閤山小 富山 5/ 511111111

      棄　　権学童4大道　壮真 中太閤山小 富山 6/ 5

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               20.69学童3荒井　颯大 歌の森小 富山 5/ 21111

               21.15学童3石川　圭佑 小杉小 富山 4/ 42222

               23.25学童3竹内　大空 東明小 富山 4/ 53333

               23.99学童3宮納　颯汰 塚原小 富山 4/ 64444

               26.30学童3古城　璃空 歌の森小 富山 3/ 35555

               29.38学童3狩野　佑太 作道小 富山 3/ 66666

               30.67学童3尚和　奏汰 塚原小 富山 3/ 47777

               32.00学童3鷲山　太陽 小杉小 富山 4/ 28888

               32.63学童3般若　太志 歌の森小 富山 3/ 59999

      棄　　権学童3福澤　太陽 塚原小 富山 4/ 3

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               24.58学童2秋元　孝太 中太閤山小 富山 3/ 21111

               27.50学童2若林　　拓 下村小 富山 2/ 32222

               29.18学童2江川　悠成 片口小 富山 1/ 53333

               30.46学童2黒田　悠真 歌の森小 富山 2/ 44444

               30.69学童2加登　大貴 下村小 富山 2/ 55555

               34.50学童2佐村木隆之介 東明小 富山 2/ 66666

男子 25 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

6競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.52学童1林　　旭希 下村小 富山 1/ 41111

               37.78学童1沖田　　樹 中太閤山小 富山 1/ 32222

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               44.67島倉美千代 新湊カニかに 富山 4/ 61111

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   26.29葡萄原真理 新湊カニかに 富山 4/ 41111

      大会新   26.74岡田　弘美 新湊カニかに 富山 4/ 52222

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               19.20学童6大井　七海 大門小 富山 4/ 31111

               22.62学童6正保　悠良 太閤山小 富山 3/ 42222

               24.69学童6勝山　麗来 作道小 富山 3/ 63333

               25.11学童6西森　　琴 新湊小 富山 3/ 34444

               26.08学童6谷内　　雅 新湊小 富山 3/ 55555

               26.74学童6橋本　弥音 新湊小 富山 4/ 26666

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               25.11学童5渋谷　綾那 新湊小 富山 3/ 21111

               28.58学童5向山　麗央 塚原小 富山 2/ 52222

               29.88学童5福澤　美和 塚原小 富山 2/ 63333

      棄　　権学童5日髙　悠結 太閤山小 富山 2/ 4

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               28.75学童4境蓮　芽衣 新湊小 富山 2/ 31111

               30.25学童4柴田　萌衣 中太閤山小 富山 1/ 52222

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               31.77学童3大垣　まこ 太閤山小 富山 1/ 41111

女子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

7競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.80学童2片田　奈那 大島小 富山 1/ 31111

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               29.98田畑　博行 射水市水協 富山 5/ 61111

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               21.59学童6堀田　朋希 歌の森小 富山 5/ 41111

               25.41学童6花木　寿成 作道小 富山 5/ 52222

               27.26学童6新森慎太郎 歌の森小 富山 5/ 33333

               29.21学童6山峯　修二 作道小 富山 4/ 24444

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



第第第第18181818回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2019201920192019

2019年8月18日 日曜日

海竜スポーツランド

屋外２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧
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℃気温 ℃水温現在

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               26.13学童5棚田　武蔵 堀岡小 富山 4/ 41111

               27.67学童5般若　武琉 歌の森小 富山 5/ 22222

               28.38学童5笹本幸志郎 大門小 富山 4/ 63333

               31.60学童5森田　暖都 歌の森小 富山 4/ 54444

      棄　　権学童5高寺　翔生 太閤山小 富山 4/ 3

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               25.71学童4柴　　俊太 大門小 富山 3/ 51111

               28.35学童4原田　瑛士 東明小 富山 3/ 42222

               30.31学童4高松　篤生 歌の森小 富山 3/ 63333

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               28.24学童3七澤　謙太 大門小 富山 2/ 61111

               28.89学童3荒井　颯大 歌の森小 富山 3/ 32222

               29.98学童3竹内　大空 東明小 富山 1/ 53333

               35.22学童3鷲山　太陽 小杉小 富山 2/ 44444

               37.14学童3般若　太志 歌の森小 富山 2/ 55555

               48.39学童3宮納　颯汰 塚原小 富山 3/ 26666

      棄　　権学童3坂森　　景 大門小 富山 2/ 3

男子 25 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

8競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.04学童2江川　悠成 片口小 富山 1/ 31111

               40.90学童2若林　　拓 下村小 富山 1/ 42222

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      棄　　権伊藤　美香 新湊カニかに 富山 4/ 6

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   16.97学童6片林　萩月 片口小 富山 4/ 51111

               24.10学童6島倉　小春 片口小 富山 4/ 42222

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



第第第第18181818回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2019201920192019

2019年8月18日 日曜日

海竜スポーツランド

屋外２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧
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℃気温 ℃水温現在

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               28.52学童5宮本　桃夏 新湊小 富山 4/ 31111

               28.70学童5島崎　瑚子 下村小 富山 3/ 62222

               33.01学童5福澤　美和 塚原小 富山 4/ 23333

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   18.92学童4片林　未空 片口小 富山 3/ 41111

               25.26学童4境蓮　芽衣 新湊小 富山 3/ 52222

               33.97学童4正保穂乃花 太閤山小 富山 3/ 33333

               34.15学童4柴田　萌衣 中太閤山小 富山 3/ 24444

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               30.36学童3溪　　彩那 大島小 富山 2/ 41111

               33.24学童3山峯　未来 作道小 富山 1/ 52222

               34.32学童3棚田　芽花 堀岡小 富山 2/ 53333

               34.42学童3池田　実花 片口小 富山 1/ 44444

      棄　　権学童3森田　彩楓 歌の森小 富山 2/ 3

女子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

9競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               29.54学童1横山　明咲 中太閤山小 富山 1/ 31111

男子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

10競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               24.01学童5笹本幸志郎 大門小 富山 4/ 61111

               25.91学童5花木　優介 作道小 富山 4/ 42222

               28.60学童5般若　武琉 歌の森小 富山 4/ 53333

男子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

10競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               23.68学童4二塚　星杜 東明小 富山 3/ 61111

               25.61学童4高見　奏真 歌の森小 富山 3/ 52222

               26.59学童4佐伯　龍一 歌の森小 富山 4/ 23333

               28.98学童4澤井　悠太 小杉小 富山 4/ 34444

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



第第第第18181818回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2019201920192019

2019年8月18日 日曜日

海竜スポーツランド

屋外２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧
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℃気温 ℃水温現在

男子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

10競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               27.09学童3竹内　大空 東明小 富山 2/ 61111

               27.93学童3石川　圭佑 小杉小 富山 3/ 32222

               30.80学童3狩野　佑太 作道小 富山 2/ 33333

               32.25学童3尚和　奏汰 塚原小 富山 3/ 24444

               32.45学童3古城　璃空 歌の森小 富山 2/ 55555

               38.16学童3般若　太志 歌の森小 富山 2/ 46666

      棄　　権学童3福澤　太陽 塚原小 富山 3/ 4

男子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

10競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               30.23学童2秋元　孝太 中太閤山小 富山 1/ 41111

               33.54学童2黒田　悠真 歌の森小 富山 2/ 22222

               33.88学童2若林　　拓 下村小 富山 1/ 33333

               35.99学童2佐村木隆之介 東明小 富山 1/ 64444

               46.37学童2加登　大貴 下村小 富山 1/ 55555

男子 25 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

10競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.48学童1沖田　　樹 中太閤山小 富山 1/ 21111

女子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               15.25学童6片林　萩月 片口小 富山 2/ 41111

               19.58学童6秋元　七海 中太閤山小 富山 2/ 52222

               21.09学童6谷内　　雅 新湊小 富山 2/ 23333

               25.77学童6橋本　弥音 新湊小 富山 2/ 64444

      棄　　権学童6藤川　未悠 中太閤山小 富山 2/ 3

女子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               23.90学童5福島　乙桃 東明小 富山 1/ 61111

女子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   18.72学童3小田あす花 新湊小 富山 1/ 51111

               32.84学童3三井　彩愛 歌の森小 富山 1/ 42222

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)



第第第第18181818回回回回　　　　海竜海竜海竜海竜スイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタスイミングフェスタ2019201920192019

2019年8月18日 日曜日

海竜スポーツランド

屋外２５ｍ

期日：

場所：

7 コース
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℃気温 ℃水温現在

女子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

11競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.26学童2片田　奈那 大島小 富山 1/ 31111

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               27.38林　　紀正 射水市 富山 3/ 61111

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               22.43家倉　広大 新湊カニかに 富山 3/ 51111

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               19.45学童6境蓮　來威 新湊小 富山 3/ 31111

               23.74学童6新森慎太郎 歌の森小 富山 3/ 42222

               25.63学童6北本　　歩 大門小 富山 3/ 23333

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               23.26学童5勝山　　樹 塚原小 富山 2/ 61111

               25.75学童5棚田　武蔵 堀岡小 富山 2/ 52222

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               20.58学童4村田　伊亮 塚原小 富山 2/ 31111

               24.26学童4中波虎大郎 金山小 富山 2/ 42222

               29.67学童4佐伯　龍一 歌の森小 富山 2/ 23333

男子 25 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

12競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               24.20学童3荒井　颯大 歌の森小 富山 1/ 41111

               25.95学童3七澤　謙太 大門小 富山 1/ 32222

      棄　　権学童3坂森　　景 大門小 富山 1/ 5
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℃気温 ℃水温現在

女子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新 1:09.73中学1高野　朱理 小杉中 富山 2/ 61111

             1:12.10中学1村田　リ俐 射北中 富山 3/ 42222

             1:15.87中学1中村　碧海 射北中 富山 3/ 53333

             1:17.78中学1中林　茉優 小杉中 富山 2/ 54444

             1:29.65中学1川上　未玲 いみずSC 富山 3/ 35555

             1:35.57中学2白石　莉菜 小杉中 富山 3/ 66666

女子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:24.81学童6高橋寿珠花 大島小 富山 2/ 31111

             1:28.12学童6佐村木百華 東明小 富山 2/ 22222

女子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:29.19学童5高沢　朱里 新湊小 富山 1/ 41111

             1:31.95学童5越田　菜央 大島小 富山 1/ 52222

             1:32.31学童5笠原　麻衣 大島小 富山 1/ 63333

女子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

13競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新 1:24.31学童4高野　絢羽 太閤山小 富山 1/ 31111

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:36.87亀田　市郎 射水市水協 富山 4/ 61111

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      棄　　権柴田龍之助 射水市水協 富山 4/ 5

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新 1:04.04堀尾　隼士 射水市 富山 4/ 21111

      大会新 1:07.84塩路　悠斗 射水市 富山 4/ 42222

      大会新 1:10.49石田　陸人 いみずSC 富山 4/ 33333
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℃気温 ℃水温現在

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新 1:06.16中学3荒木　太賀 大門中 富山 3/ 51111

             1:10.16中学3中田　慧一 射北中 富山 3/ 32222

             1:12.23中学2高寺　凛空 小杉中 富山 3/ 43333

             1:14.91中学2杉浦　天飛 射北中 富山 3/ 64444

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:31.73学童6明野　斗貴 作道小 富山 2/ 21111

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:48.30学童5三井　稀斗 歌の森小 富山 2/ 31111

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:52.25学童4酒井颯太郎 作道小 富山 2/ 41111

             2:04.30学童4柴　　俊太 大門小 富山 2/ 52222

             2:06.51学童4沖田　陽生 中太閤山小 富山 2/ 63333

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新 1:37.33学童3高井　璃士 大島小 富山 1/ 51111

             2:02.80学童3七澤　謙太 大門小 富山 1/ 62222

             2:36.36学童3原田　敬矢 塚原小 富山 1/ 43333

男子 100 個人メドレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

14競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             2:27.38学童2水口　勝雄 歌の森小 富山 1/ 31111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

混合 100 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

15競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:23.35学童6作道小

学童6勝山　麗来

富山

林　　剣吾

明野　斗貴

学童6

学童6

 1/ 51111

             1:31.50学童6新湊小

学童6橋本　弥音

富山

谷内　　雅

西森　　琴

学童6

学童6

 1/ 42222

             2:07.91学童3歌の森小

学童3般若　太志

富山

三井　彩愛

森田　彩楓

学童3

学童3

 1/ 33333

混合 200 メドレーリレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

16競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

   36.12              2:14.29中学1射北中

中学3中田　慧一

富山

村田　リ俐

杉浦　天飛

中学1

中学2

 1/ 41111

   32.88              2:17.36中学2小杉中

中学1高野　朱理

富山

中林　茉優

白石　莉菜

中学1

中学2

 1/ 52222

混合 100 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

17競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:09.34学童6大門小

学童6北本　　歩

富山

木村　萌愛

竹島　優斗

学童6

学童6

 1/ 51111

             1:18.59学童6新湊小

学童6橋本　弥音

富山

西森　　琴

境蓮　來威

学童6

学童6

 1/ 42222

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

混合 200 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

18競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

   29.30              1:57.83中学1射北中

中学1中村　碧海

富山

杉浦　天飛

中田　慧一

中学2

中学3

 1/ 41111

   28.56              2:08.27中学1小杉中

中学2白石　莉菜

富山

中林　茉優

高寺　凛空

中学1

中学2

 1/ 52222

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               37.60大場　澄子 新湊カニかに 富山 5/ 61111

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               28.41中学1高野　朱理 小杉中 富山 4/ 41111

               28.92中学1村田　リ俐 射北中 富山 5/ 42222

               31.57中学1中村　碧海 射北中 富山 5/ 53333

               33.89中学1川上　未玲 いみずSC 富山 5/ 24444

               35.42中学2白石　莉菜 小杉中 富山 4/ 55555

               35.42中学1笹川　朋楓 小杉中 富山 4/ 65555

      棄　　権中学1鏡　　愛梨 大門中 富山 5/ 3

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               30.89学童6島倉　日和 片口小 富山 3/ 41111

               34.49学童6佐村木百華 東明小 富山 3/ 62222

               34.82学童6高橋寿珠花 大島小 富山 4/ 33333

               44.16学童6中井　希美 大島小 富山 4/ 24444

               45.36学童6島倉　小春 片口小 富山 3/ 55555

               48.22学童6渡邊　郁凛 片口小 富山 3/ 36666

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               35.11学童5石川　心暖 小杉小 富山 2/ 51111

               36.41学童5越田　菜央 大島小 富山 3/ 22222

               36.55学童5杉浦　　舞 東明小 富山 2/ 33333

               37.49学童5笠原　麻衣 大島小 富山 2/ 44444

               41.17学童5向山　麗央 塚原小 富山 2/ 25555

               41.42学童5織田あやめ 堀岡小 富山 2/ 66666

               44.85学童5福島　乙桃 東明小 富山 1/ 67777

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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2019年8月18日 日曜日

海竜スポーツランド

屋外２５ｍ

期日：

場所：

7 コース

ランキングランキングランキングランキング一覧一覧一覧一覧

Page 14

℃気温 ℃水温現在

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               34.49学童4高野　絢羽 太閤山小 富山 1/ 51111

               45.88学童4小山千妃呂 塚原小 富山 1/ 42222

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:28.36学童3棚田　芽花 堀岡小 富山 1/ 31111

女子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

19競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:04.64学童2片田　奈那 大島小 富山 1/ 21111

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               48.23林　　紀正 射水市 富山 7/ 61111

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               54.65竹内　昭夫 海竜ＳＳ 富山 7/ 51111

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               26.50牧田　大毅 射水市水協 富山 7/ 41111

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               26.69堀尾　隼士 射水市 富山 7/ 71111

               28.15塩路　悠斗 射水市 富山 7/ 22222

               28.19石田　陸人 いみずSC 富山 7/ 33333

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   26.68中学3荒木　太賀 大門中 富山 6/ 51111

               27.52中学3中田　慧一 射北中 富山 6/ 42222

               30.21中学2杉浦　天飛 射北中 富山 6/ 33333

               33.34中学1今泉　　匠 新湊中 富山 6/ 64444

               39.06中学3山峯　京介 新湊南部中 富山 6/ 25555

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.81学童6林　　剣吾 作道小 富山 5/ 41111

               35.14学童6明野　斗貴 作道小 富山 5/ 52222

               36.15学童6竹島　優斗 大門小 富山 5/ 63333

               36.25学童6堀田　朋希 歌の森小 富山 5/ 34444

               37.56学童6境蓮　來威 新湊小 富山 5/ 25555

               45.59学童6坂　　侑哩 大門小 富山 4/ 56666

               47.67学童6塩田　琉惟 大門小 富山 4/ 27777

               54.91学童6岸　　凌生 大門小 富山 4/ 68888

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               42.80学童5三井　稀斗 歌の森小 富山 4/ 31111

               53.96学童5森　　高慎 歌の森小 富山 4/ 42222

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.61学童4村田　伊亮 塚原小 富山 3/ 41111

               42.90学童4酒井颯太郎 作道小 富山 2/ 42222

               45.27学童4原田　瑛士 東明小 富山 3/ 33333

               45.50学童4穴田　浩暉 新湊小 富山 3/ 24444

               51.57学童4中井　健晴 大島小 富山 3/ 55555

               51.79学童4高松　篤生 歌の森小 富山 3/ 66666

             1:02.68学童4澤井　悠太 小杉小 富山 2/ 67777

             1:03.41学童4出本　　一 中太閤山小 富山 2/ 58888

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               41.60学童3高井　璃士 大島小 富山 2/ 31111

               53.14学童3石川　圭佑 小杉小 富山 2/ 22222

               54.18学童3宮納　颯汰 塚原小 富山 1/ 63333

男子 50 自由形ｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

20競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               53.42学童2水口　勝雄 歌の森小 富山 1/ 51111

               55.99学童2秋元　孝太 中太閤山小 富山 1/ 42222

             1:14.64学童2加登　大貴 下村小 富山 1/ 33333

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   50.41大場　澄子 新湊カニかに 富山 5/ 61111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   36.00中学1高野　朱理 小杉中 富山 5/ 51111

               41.10中学1鏡　　愛梨 大門中 富山 5/ 42222

               49.76中学2白石　莉菜 小杉中 富山 5/ 33333

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               41.52学童6大井　七海 大門小 富山 5/ 21111

               42.60学童6高橋寿珠花 大島小 富山 4/ 52222

               45.59学童6佐村木百華 東明小 富山 3/ 63333

               49.93学童6正保　悠良 太閤山小 富山 4/ 34444

               55.23学童6勝山　麗来 作道小 富山 3/ 35555

               55.35学童6中井　希美 大島小 富山 4/ 46666

               57.80学童6西森　　琴 新湊小 富山 3/ 57777

               58.52学童6橋本　弥音 新湊小 富山 4/ 68888

               59.99学童6谷内　　雅 新湊小 富山 3/ 49999

             1:00.40学童6渡邊　郁凛 片口小 富山 4/ 210101010

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               46.52学童5高沢　朱里 新湊小 富山 2/ 41111

               49.82学童5越田　菜央 大島小 富山 3/ 22222

               51.90学童5織田あやめ 堀岡小 富山 2/ 33333

               53.68学童5渋谷　綾那 新湊小 富山 2/ 54444

               55.49学童5向井　　詠 下村小 富山 2/ 65555

             1:12.02学童5島崎　瑚子 下村小 富山 2/ 26666

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:03.71学童3三井　彩愛 歌の森小 富山 1/ 61111

             1:06.68学童3大垣　まこ 太閤山小 富山 1/ 52222

             1:19.34学童3斉藤　　詩 大門小 富山 1/ 43333

女子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

21競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:17.65学童1横山　明咲 中太閤山小 富山 1/ 31111

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:00.79田畑　博行 射水市水協 富山 5/ 61111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               45.91西原　裕治 射水市水協 富山 5/ 51111

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               42.57中学2佐村木政宗 射北中 富山 5/ 41111

               44.74中学1今泉　　匠 新湊中 富山 5/ 32222

               47.51中学3山峯　京介 新湊南部中 富山 5/ 23333

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               48.86学童6竹島　優斗 大門小 富山 4/ 41111

               54.09学童6花木　寿成 作道小 富山 4/ 62222

               54.87学童6坂　　侑哩 大門小 富山 4/ 53333

             1:06.71学童6岸　　凌生 大門小 富山 4/ 34444

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               56.35学童5棚田　武蔵 堀岡小 富山 3/ 51111

             1:01.06学童5花木　優介 作道小 富山 3/ 62222

             1:01.07学童5般若　武琉 歌の森小 富山 4/ 23333

             1:01.88学童5勝山　　樹 塚原小 富山 3/ 34444

             1:17.65学童5森　　高慎 歌の森小 富山 3/ 45555

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               56.12学童4酒井颯太郎 作道小 富山 1/ 51111

               57.17学童4柴　　俊太 大門小 富山 2/ 62222

             1:02.49学童4沖田　陽生 中太閤山小 富山 2/ 43333

             1:05.20学童4紺野　瑞貴 太閤山小 富山 2/ 54444

             1:07.95学童4二塚　星杜 東明小 富山 1/ 65555

             1:08.00学童4中井　健晴 大島小 富山 3/ 26666

             1:22.77学童4山田　　蓮 中太閤山小 富山 2/ 27777

      棄　　権学童4大道　壮真 中太閤山小 富山 2/ 3

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:15.13学童3原田　敬矢 塚原小 富山 1/ 41111
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℃気温 ℃水温現在

男子 50 平泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

22競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:06.06学童2水口　勝雄 歌の森小 富山 1/ 31111

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

23競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               36.15中学1中村　碧海 射北中 富山 2/ 61111

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

23競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               41.48学童6秋元　七海 中太閤山小 富山 2/ 51111

               56.67学童6渡邊　郁凛 片口小 富山 2/ 42222

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

23競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               44.46学童5高沢　朱里 新湊小 富山 2/ 31111

               45.94学童5杉浦　　舞 東明小 富山 2/ 22222

               48.24学童5織田あやめ 堀岡小 富山 1/ 43333

               53.63学童5福島　乙桃 東明小 富山 1/ 54444

女子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

23競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               40.39学童4片林　未空 片口小 富山 1/ 31111

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:01.24林　　紀正 射水市 富山 2/ 61111

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   30.83堀尾　隼士 射水市 富山 2/ 71111

               32.76石田　陸人 いみずSC 富山 2/ 52222

               34.89塩路　悠斗 射水市 富山 2/ 43333

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               33.10中学2高寺　凛空 小杉中 富山 2/ 21111

               37.11中学2杉浦　天飛 射北中 富山 2/ 32222
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℃気温 ℃水温現在

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

             1:00.99学童5花木　優介 作道小 富山 1/ 61111

男子 50 背泳ぎｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

24競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               50.89学童4中波虎大郎 金山小 富山 1/ 41111

               59.25学童4高見　奏真 歌の森小 富山 1/ 52222

             1:04.97学童4出本　　一 中太閤山小 富山 1/ 33333

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

25競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               31.82中学1村田　リ俐 射北中 富山 2/ 51111

               39.86中学1川上　未玲 いみずSC 富山 2/ 62222

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

25競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               32.87学童6片林　萩月 片口小 富山 2/ 31111

               34.09学童6島倉　日和 片口小 富山 2/ 42222

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

25競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               39.30学童5石川　心暖 小杉小 富山 1/ 41111

               43.45学童5杉浦　　舞 東明小 富山 1/ 52222

女子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

25競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   42.00学童3小田あす花 新湊小 富山 1/ 31111

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

26競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

      大会新   28.75中学3荒木　太賀 大門中 富山 2/ 41111

               30.10中学3中田　慧一 射北中 富山 2/ 52222

               33.66中学2高寺　凛空 小杉中 富山 2/ 63333

               35.60中学1今泉　　匠 新湊中 富山 2/ 34444

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

26競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               36.93学童6林　　剣吾 作道小 富山 1/ 21111

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

26競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               52.76学童5三井　稀斗 歌の森小 富山 1/ 61111

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

26競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               47.55学童4村田　伊亮 塚原小 富山 1/ 51111

             1:00.83学童4沖田　陽生 中太閤山小 富山 1/ 42222

男子 50 バタフライｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体氏氏氏氏　　　　名 名 名 名 所所所所　　　　属属属属 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録

26競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

 

               47.05学童3高井　璃士 大島小 富山 1/ 31111

女子 100 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

27競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:15.61学童3新湊小

学童5宮本　桃夏

富山

渋谷　綾那

高沢　朱里

学童5

学童5

 1/ 4 小田あす花1111

             1:26.59学童6太閤山小

学童4正保穂乃花

富山

大垣　まこ

高野　絢羽

学童3

学童4

 1/ 5 正保　悠良2222

男子 100 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

28競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

             1:13.77学童6作道小

学童6林　　剣吾

富山

花木　寿成

明野　斗貴

学童6

学童6

 1/ 4 山峯　修二1111

             1:16.05学童6大門小

学童6北本　　歩

富山

坂　　侑哩

竹島　優斗

学童6

学童6

 1/ 3 塩田　琉惟2222

             1:18.18学童6歌の森小

学童6新森慎太郎

富山

荒井　颯大

佐伯　龍一

学童3

学童4

 1/ 5 堀田　朋希3333

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)
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℃気温 ℃水温現在

女子 200 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

29競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

   44.45              2:33.93学童6大島小

学童5越田　菜央

富山

笠原　麻衣

高橋寿珠花

学童5

学童6

 1/ 3 中井　希美1111

男子 200 リレーｍ

順位 組順位 組順位 組順位 組////水水水水 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体チームチームチームチーム名名名名 学年学年学年学年 記記記記　　　　録録録録泳泳泳泳　　　　者者者者

30競技競技競技競技ＮｏＮｏＮｏＮｏ:::: タイム決勝

第一泳者第一泳者第一泳者第一泳者

 

   57.54              3:23.54学童5歌の森小5年

学童5般若　武琉

富山

森田　暖都

三井　稀斗

学童5

学童5

 1/ 5 森　　高慎1111

 

CITIZEN SWIMMING RESULTS SYSTEM(2019/ 8/18)


