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2021/02/26 12:57:41 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2 学関西    96 吉田　樹生          ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ            大阪市立大学        大3  2:56.00

 3 学関西   258 瀬戸　奏琉          ｾﾄ ｶﾅﾙ              大阪工業大学        大3  2:45.00

 4 学関西    97 笠間　栄吉          ｶｻﾏ ｴｲｷﾁ            大阪市立大学        大2  2:45.00

 5 学関西   104 香月　佑太          ｶﾂｷ ﾕｳﾀ             大阪市立大学        大1  2:45.00

 6 学関西   301 松岡　桜介          ﾏﾂｵｶ ｵｳｽｹ           天理大学            大2  2:45.00

 7 学関西   397 上田　将大          ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ           大阪府立大学        大2  3:10.00
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 2組
 1 学関西   398 谷口　凌平          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ         大阪府立大学        大2  2:41.00

 2 学関西   308 太田　聖高          ｵｵﾀ ｾｲｺｳ            天理大学            大1  2:40.00

 3 学関西   340 長谷川大亮          ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         関西大学            大2  2:30.00

 4 学関西   118 斉藤　　迅          ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ            関西学院大学        大2  2:25.99

 5 学関西   416 藤山　朋紀          ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ           立命館大学          大2  2:26.00

 6 学関西   314 小野　朝央          ｵﾉ ｱｻﾋ              天理大学            大1  2:32.00

 7 学関西   427 黒木　宏紀          ｸﾛｷ ﾋﾛｷ             摂南大学            大3  2:40.00
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 3組
 1 学関西   299 渡辺　翔太          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ          天理大学            大2  2:25.00

 2 学関西   139 武樋祥太郎          ﾀｹﾋ ｼｮｳﾀﾛｳ          関西学院大学        大1  2:25.00

 3 学関西    65 木村虎太郎          ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ            大阪教育大学        大1  2:24.00

 4 学関西   476 朝澤　　翔          ｱｻｻﾞﾜ ｶｹﾙ           びわこ成蹊大        大1  2:22.00

 5 学関西   453 四宮　巧稀          ｼﾉﾐﾔ ｺｳｷ            びわこ成蹊大        大3  2:22.22

 6 学関西   119 大谷　雄剛          ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ          関西学院大学        大2  2:24.00

 7 学関西   291 井本　海斗          ｲﾓﾄ ｶｲﾄ             天理大学            大3  2:25.00
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 4組
 1 学関西   409 林　　樹生          ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ             立命館大学          大3  2:21.30

 2 学関西    34 上甫木大斗          ｶﾐﾎｷﾞ ﾀﾞｲﾄ          大阪体育大学        大1  2:21.00

 3 学関西   162 相浦　友希          ｱｲｳﾗ ﾄﾓｷ            甲南大学            大2  2:17.68

 4 学関西   459 有田　瑞晃          ｱﾘﾀ ｽﾞｲｺｳ           びわこ成蹊大        大3  2:17.29

 5 学関西    12 松本匠太郎          ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ         大阪体育大学        大2  2:17.44

 6 学関西   457 清水　　翔          ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ            びわこ成蹊大        大3  2:19.50

 7 学関西   413 山崎　寛人          ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾄ            立命館大学          大2  2:21.00

 8

 5組
 1 学関西    24 森　　圭佑          ﾓﾘ ｹｰｽｹ             大阪体育大学        大2  2:17.08

 2 学関西    63 樫根滉太郎          ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ           大阪教育大学        大2  2:15.27

 3 学関西    11 森脇　裕大          ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ          大阪体育大学        大3  2:14.83

 4 学関西   196 若山　大輝          ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ           近畿大学            大3  2:07.99

 5 学関西   273 下野　友寛          ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ            同志社大学          大3  2:14.13

 6 学関西     4 須古井大輝          ｽｺｲ ﾋﾛｷ             大阪体育大学        大3  2:14.99

 7 学関西   274 雲井　銀河          ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ           同志社大学          大3  2:16.93
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