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金沢プール  
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スタートリスト
競技№： 101 混合  100m 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 23:34:20 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1   116 チーム木田           2:00.00

競技

10338 木田　慎        ｷﾀﾞ ﾏｺﾄ         
10339 木田　恵子      ｷﾀﾞ ｹｲｺ         
10340 木田　晶子      ｷﾀﾞ ｼｮｳｺ        
10341 木田　陽之      ｷﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ        

 2   135 ﾁｰﾑSAKAMOTO          1:37.00

競技

10414 浅香　志帆      ｱｻｶ ｼﾎ          小1
10415 近藤　健太      ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ       小2
10416 網　勘史朗      ｱﾐ ｶﾝｼﾛｳ        小2
10417 網　蒼太朗      ｱﾐ ｿｳﾀﾛｳ        小4

 3   134 ソラチビ             1:20.00

競技

10410 河村　和花      ｶﾜﾑﾗ ﾜｶ         小3
10411 吉村　侑夏      ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｶ        小4
10412 小鍋　樹人      ｺﾅﾍﾞ ﾐｷﾄ        小2
10413 松本　紗雪      ﾏﾂﾓﾄ ｻﾕｷ        小3

 4   136 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝﾁｰﾑ          

競技

20001 小堀　勇氣      ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ        
20002 地田　麻未      ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ         
20003 小林　華南      ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ        小4
20004 寺川　綾        ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ         

 5   124 MAYR                 1:29.00

競技

10105 長戸　瑠良      ﾅｶﾞﾄ ﾙｲ         小1
10041 長戸　優乃      ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾉ        小4
10140 長戸　和羅      ﾅｶﾞﾄ ｱｲﾗ        小6
10196 長戸　未羽      ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ         中2

 6   101 V10 2                2:00.00

競技

10278 蕪城　昇平      ｶﾌﾞﾗｷ ｼｮｳﾍｲ     
10279 神谷　昭子      ｶﾐﾔ ｱｷｺ         
10280 出島　智子      ﾃﾞｼﾞﾏ ﾄﾓｺ       
10281 松本　千恵子    ﾏﾂﾓﾄ ﾁｴｺ        

 7   117 V10                  2:00.00

競技

10342 久本　和恵      ｷｭｳﾓﾄ ｶｽﾞｴ      
10343 塚　真弓        ﾂｶ ﾏﾕﾐ          
10344 平嶋　直子      ﾋﾗｼﾏ ﾅｵｺ        
10345 鶴谷　知信      ﾂﾙﾔ ﾄﾓﾉﾌﾞ       
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 2組
 1   132 チームゴリラ         1:20.00

競技

10402 小河原　蒼大    ｵｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ       小4
10403 小村　歩夢      ｺﾑﾗ ｱﾕﾑ         小3
10404 寅ケ口　大翔    ﾄﾗｶﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ     小5
10405 小河原　光太    ｵｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ       小2

 2   103 アクトス金沢         1:16.00

競技

10286 川口　和美      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ      
10287 金丸　明広      ｶﾅﾏﾙ ｱｷﾋﾛ       
10288 土生　孝義      ﾊﾌﾞ ﾀｶﾖｼ        
10289 青木　妙子      ｱｵｷ ﾀｴｺ         

 3   109 Team KITA            1:10.00

競技

10310 北　智哉        ｷﾀ ﾄﾓﾔ          小2
10001 北　恭子        ｷﾀ ｷｮｳｺ         
10312 北　正樹        ｷﾀ ﾏｻｷ          
10008 北　和真        ｷﾀ ｶｽﾞﾏ         小5

 4   137 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝﾁｰﾑ          

競技

20005 中村　真衣      ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ         
20006 森田　智己      ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ         
20007 内田　翔        ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ        
20008 佐藤　久佳      ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ        

 5   104 SON石川西部A         1:13.15

競技

10290 渡辺　歩        ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ       
10291 森　章悟        ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ        
10292 越野　貴弘      ｺｼﾉ ﾀｶﾋﾛ        
10293 中川　裕樹      ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ       

 6   110 ちびーず             1:17.00

競技

10314 土本　菜夢      ﾂﾁﾓﾄ ﾅﾑ         小4
10315 宮原　祢々      ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾈﾈ        小2
10316 宮原　すみれ    ﾐﾔﾊﾞﾗ ｽﾐﾚ       小4
10317 小林　優香      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ       小5

 7   133 チームJ駅西          1:20.00

競技

10406 地下　桃花      ｼﾞｹﾞ ﾓﾓｶ        小4
10407 小森　伊栞      ｺﾓﾘ ｲｵﾘ         小3
10408 竹中　謙信      ﾀｹﾅｶ ｹﾝｼﾝ       小3
10409 後藤　凌汰      ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ       小3
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 3組
 1   138 トゥリトネス        

競技

20009 塚本　峻介      ﾂｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ      
20010 佐藤　秀明      ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ       
20011 田中　聡子      ﾀﾅｶ ｻﾄｺ         
20012 不破　央        ﾌﾜ ﾋｻｼ          

 2   102 チームナンバ         1:09.99

競技

10282 難波　今日真    ﾅﾝﾊﾞ ｷｮｳﾏ       小5
10283 難波　和子      ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞｺ       
10284 難波　明日希    ﾅﾝﾊﾞ ｱｽｷ        小3
10285 難波　里志      ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄｼ        

 3   130 最強Girls'4          1:05.00

競技

10394 清水　真奈江    ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ        小4
10395 川口　由楽      ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾗ        小4
10396 辻本　ひまり    ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ       小4
10397 伏屋　杏彩      ﾌｾﾔ ｱｽﾞｻ        小4

 4   131 ソラーレ5            1:04.70

競技

10398 中池　創思      ﾅｶｲｹ ｿｳｼ        小3
10399 早川　優哉      ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ        小4
10400 東　哲生        ﾋｶﾞｼ ﾃｯｾｲ       小4
10401 松本　颯太      ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ        小4

 5   112 ﾁｰﾑ金井学園A         1:05.00

競技

10322 室　紗希花      ﾑﾛ ｻｷｶ          小3
10323 三和　ひな佳    ﾐﾜ ﾋﾅｶ          小5
10324 片山　知香      ｶﾀﾔﾏ ﾁｶ         中1
10325 北川　大雅      ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ      小5

 6   114 津幡中水泳部         1:08.00

競技

10330 大澤　太一      ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ        中2
10331 長　拓実        ﾁｮｳ ﾀｸﾐ         中2
10332 木村　太治      ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ         中2
10333 東　樹矢        ﾋｶﾞｼ ﾀﾂﾔ        中2

 7   106 ﾁｰﾑやまちゃん        1:10.00

競技

10298 山木　知尚      ﾔﾏｷ ｶｽﾞﾋｻ       
10299 山下　久志      ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｼ        
10300 瀧本　奈々      ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅ         
10301 竹内　弘美      ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ        
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 4組
 1   105 TOBIUOｼﾞｬﾎﾟﾝ         1:03.00

競技

10294 室岡　隆之      ﾑﾛｵｶ ﾀｶﾕｷ       
10295 戸瀬　秀一      ﾄｾ ｼｭｳｲﾁ        
10296 定者　寿子      ｼﾞｮｳｼｬ ﾋｻｺ      
10297 新家　佳子      ｱﾗｲｴ ｹｲｺ        

 2   128 ﾁｰﾑ金井学園B         1:02.00

競技

10386 加藤　理桜      ｶﾄｳ ﾘｵ          小5
10387 笠井　温奈      ｶｻｲ ﾊﾙﾅ         小5
10388 兼井　菜々子    ｶﾈｲ ﾅﾅｺ         中1
10389 小西　諒        ｺﾆｼ ﾘｮｳ         小6

 3   125 ﾁｰﾑ金井学園C         1:00.00

競技

10374 砂畑　ひめゆり  ｽﾅﾊﾀ ﾋﾒﾕﾘ       中2
10375 塚田　愛華      ﾂｶﾀﾞ ﾏﾅｶ        中3
10376 工藤　茜        ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ        高2
10377 北川　葵泉      ｷﾀｶﾞﾜ ｱｵｲ       中1

 4   139 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝﾁｰﾑ          

競技

20013 山崎　貴大      ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ      
20014 呉座　朋子      ｺﾞｻﾞ ﾄﾓｺ        
20015 渡邉　一樹      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ      
20016 伊藤　華英      ｲﾄｳ ﾊﾅｴ         

 5   127 ｿﾗｰﾚﾎﾞｰｲｽﾞ           1:01.02

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
10253 木川　友来      ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ        小6
10253

 6   129 ソラーレD            1:02.00

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

 7   111 城下ﾌｧﾐﾘｰ            1:03.00

競技

10128 城下　凜太朗    ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ      中2
10319 城下　慶次朗    ｼﾛｼﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ     小6
10320 城下　心温      ｼﾛｼﾀ ｼｵﾝ        小5
10321 城下　映美      ｼﾛｼﾀ ｴﾐ         
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 5組
 1   113 野々市中学B          1:00.00

競技

10202 水野　雄規      ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ        中3
10327 竹田　皓賀      ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ       中3
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

 2   118 ﾁｰﾑ金井学園D           59.00

競技

10346 津島　花歩      ﾂｼﾏ ｶﾎ          高2
10347 川口　千優      ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ       中1
10348 脇本　結依      ﾜｷﾓﾄ ﾕｲ         高3
10349 鎌田　心琶      ｶﾏﾀﾞ ﾓﾄﾊ        小6

 3   126 AIM21                  55.00

競技

10378 中川　希遥      ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾊﾙ       中1
10379 中川　赳琉      ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾙ       小5
10380 樋爪　友哉      ﾋﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ        中1
10381 池岡　飛鳳      ｲｹｵｶ ﾋﾀｶ        中1

 4   140 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝﾁｰﾑ          

競技

20017 貴田　裕美      ｷﾀﾞ ﾕﾐ          
20018 近内　圭太郎    ｺﾝﾅｲ ｹｲﾀﾛｳ      
20019 中西　悠子      ﾅｶﾆｼ ﾕｳｺ        
20020 伊藤　俊介      ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ       

 5   119 ﾁｰﾑ金井学園E           57.00

競技

10350 片山　実咲      ｶﾀﾔﾏ ﾐｻｷ        高1
10351 室　颯真        ﾑﾛ ｿｳﾏ          中1
10352 中川　栞那      ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾅ       小6
10353 坂口　桃樺      ｻｶｸﾞﾁ ﾓﾓｶ       中3

 6   108 セントラル           1:00.00

競技

10306 田中　香代子    ﾀﾅｶ ｶﾖｺ         
10307 清水　久美子    ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ        
10308 仲村　絵美子    ﾅｶﾑﾗ ｴﾐｺ        
10309 村井　江実子    ﾑﾗｲ ｴﾐｺ         

 7   115 野々市中学A          1:00.00

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
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 6組
 1   121 でびる                 52.50

競技

10358 小林　和紗      ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｻ      中2
10359 宮原　胡春      ﾐﾔﾊﾗ ｺﾊﾙ        中1
10360 土本　梨乃      ﾂﾁﾓﾄ ﾘﾉ         中1
10361 土本　夕愛      ﾂﾁﾓﾄ ﾕｱ         中3

 2   107 金沢SC小立野K＆S       50.55

競技

10116 庄田　理人      ｼｮｳﾀﾞ ﾘﾋﾄ       高3
10152 門　昴平        ｶﾄﾞ ｺｳﾍｲ        中3
10304 門　隆一        ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ       
10305 門　諭          ｶﾄﾞ ｻﾄｼ         

 3   141 郡山ｽｳｨﾝA              50.00

競技

10420 澤井　優豪      ｻﾜｲ ﾕｳｺﾞ        小6
10421 石井　偉琉      ｲｼｲ ﾀｹﾙ         小6
10423 角田　翔夢      ﾂﾉﾀﾞ ﾄｳﾑ        小6
10424 澤井　翔        ｻﾜｲ ｶｹﾙ         小4

 4   146 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝﾁｰﾑ          

競技

20021 宮本　陽輔      ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ       
20021
20021
20021

 5   142 郡山ｽｳｨﾝB              50.00

競技

10425 樽川　脩汰      ﾀﾙｶﾜ ｼｭｳﾀ       小4
10426 渡部　竣也      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ      小4
10427 大塚　彪冴      ｵｵﾂｶ ﾋｭｳｺﾞ      小4
10428 角田　莉緒      ﾂﾉﾀﾞ ﾘｵ         小6

 6   122 TOYO 2                 52.00

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
10168 中村　志調      ﾅｶﾑﾗ ｼﾂﾞｷ       中2
10245 本間　雄翔      ﾎﾝﾏ ﾕｳﾄ         中2

 7   120 ＴＯＹＯ１             53.00

競技

10167 宮本　彩香      ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ        中3
10166 新田　健人      ﾆｯﾀ ｹﾝﾄ         中3
10169 吉田　美空萌    ﾖｼﾀ ﾐｸﾓ         中3
10244 梶　葵          ｶｼﾞ ｱｵｲ         中3

 8   123 ﾁｰﾑ金井学園F           53.00

競技

10366 長谷川　敬太    ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ       中2
10367 渡辺　雅空      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ       高1
10368 奥田　紗矢香    ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ        高3
10369 玉木　史弥      ﾀﾏｷ ﾌﾐﾔ         


