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2021/02/26 13:02:18 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1 学関西   429 植　　達哉          ｳｴ ﾀﾂﾔ              摂南大学            大2  3:18.00

 2 学関西   101 下村　　優          ｼﾓﾑﾗ ﾕｳ             大阪市立大学        大2  2:33.00

 3 学関西   401 岡山　　雅          ｵｶﾔﾏ ﾏｻｼ            大阪府立大学        大1  2:28.00

 4 学関西   236 寺本　勇気          ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｷ            桃山学院大学        大4  2:25.00

 5 学関西   476 朝澤　　翔          ｱｻｻﾞﾜ ｶｹﾙ           びわこ成蹊大        大1  2:25.00

 6 学関西   406 豊田　琢人          ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ            立命館大学          大3  2:30.00

 7 学関西   387 山本倫太朗          ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ          奈良教育大学        大2  2:55.00
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 2組
 1 学関西   330 森本　悠太          ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ            関西大学            大3  2:22.00

 2 学関西   346 北村龍太郎          ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ         関西大学            大1  2:18.00

 3 学関西   416 藤山　朋紀          ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ           立命館大学          大2  2:17.00

 4 学関西   409 林　　樹生          ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ             立命館大学          大3  2:16.92

 5 学関西   345 山口　智広          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ          関西大学            大1  2:17.00

 6 学関西   337 安丸　晃生          ﾔｽﾏﾙ ｺｳｾｲ           関西大学            大2  2:17.94

 7 学関西   407 井野　寛基          ｲﾉ ﾋﾛﾉﾘ             立命館大学          大2  2:20.00
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 3組
 1 学関西   466 小須田　尭          ｺｽﾀﾞ ﾕﾀｶ            びわこ成蹊大        大2  2:15.00

 2 学関西    56 徳永　海偉          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            大阪教育大学        大3  2:15.00

 3 学関西    80 近藤　泰吾          ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ          大阪大学            大2  2:12.15

 4 学関西   454 宇野　亨祐          ｳﾉ ｷｮｳｽｹ            びわこ成蹊大        大3  2:10.00

 5 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  2:12.00

 6 学関西   133 西垣　祐輝          ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ           関西学院大学        大1  2:14.00

 7 学関西   209 齋藤　大輝          ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ           近畿大学            大1  2:15.00
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 4組
 1 学関西    16 山口　龍輝          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ           大阪体育大学        大2  2:10.00

 2 学関西   278 杉原　康平          ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ          同志社大学          大2  2:09.33

 3 学関西    17 森　　海斗          ﾓﾘ ｶｲﾄ              大阪体育大学        大2  2:09.10

 4 学関西     9 南谷　和志          ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ          大阪体育大学        大3  2:08.46

 5 学関西   468 君塚　蒼良          ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ            びわこ成蹊大        大2  2:08.46

 6 学関西   459 有田　瑞晃          ｱﾘﾀ ｽﾞｲｺｳ           びわこ成蹊大        大3  2:09.25

 7 学関西   412 柴垣　光佑          ｼﾊﾞｶﾞｷ ｺｳｽｹ         立命館大学          大2  2:09.50

 8 学関西   304 浦田　悠介          ｳﾗﾀ ﾕｳｽｹ            天理大学            大2  2:10.00

 5組
 1 学関西   457 清水　　翔          ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ            びわこ成蹊大        大3  2:06.30

 2 学関西   197 松永　　和          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ           近畿大学            大3  2:05.01

 3 学関西    29 北村　祥瑛          ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ          大阪体育大学        大1  2:04.87

 4 学関西   211 木本　憲大          ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ             近畿大学            大1  2:03.42

 5 学関西   203 田中　健仁          ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ             近畿大学            大2  2:04.36

 6 学関西   289 善野　　翔          ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ            天理大学            大3  2:05.00

 7 学関西   275 岡本　大雅          ｵｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ           同志社大学          大2  2:05.73

 8 学関西     8 岸田　晃祐          ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ           大阪体育大学        大3  2:07.00


