
1 / 2第13回スプリントグランプリ
期日：2016年11月20日(日)              会場：ラクタブドーム　サブプール(25m)

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｂグループ ≫

ソンオーウェン ＫＳＣ千里   1:10.581/ 71 小2

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｃグループ ≫

谷村  玲音 ＫＳＣ千里   1:03.661/ 21 小3

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｄグループ ≫

古山    新 ＫＳＣ千里     55.921/ 3 *手動1 小4
末武  正大 ＫＳＣ千里     59.441/ 62 小4
坂本  京介 ＫＳＣタナベ     59.771/ 43 小4
橋本  脩平 ＫＳＣタナベ   1:08.181/ 54 小4

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｅグループ ≫

妹尾  莉玖 ＫＳＣ寝屋川     49.822/ 51 小5
上柳田颯太 ＫＳＣ千里     52.012/ 62 小5

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｆグループ ≫

坂本  岳久 ＫＳＣタナベ     40.112/ 41 小6  4級
坂田  智寛 ＫＳＣタナベ     51.222/ 32 小6
石川  翔大 ＫＳＣタナベ     51.552/ 23 小6

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 本科Ｇグループ ≫

西田  健斗 ＫＳＣ寝屋川     37.933/ 41 中2
石原  大暉 リーズＡＣ     39.983/ 62 高2
松本  大輝 ＫＳＣ寝屋川     41.483/ 53 中1
吉山  康斗 リーズＡＣ     49.363/ 34 高2

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 選手Ａグループ ≫

田上  寛樹 リーズＡＣ     41.814/ 41 小2 10級
上岡  凌太 エスパティオ     45.544/ 52 小2  8級
吉井  理人 ＫＳＣ千里     48.464/ 33 小2  6級
藤井  一毅 リーズＡＣ     58.414/ 64 小2
塚原  冬晴 エスパティオ     59.564/ 25 小2

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 選手Ｂグループ ≫

岩崎  翔太 ＫＳＣ千里     42.465/ 31 小3  7級
長田  開亜 リーズＡＣ     42.535/ 52 小4  7級
長瀬  悠希 ＫＳＣタナベ     42.585/ 63 小4  7級
増井  陽太 ＫＳＣタナベ     43.425/ 44 小4  4級
吉邑  隆嗣 ＫＳＣ千里     46.415/ 25 小4  2級

出力日時：11月20日 14:31



2 / 2第13回スプリントグランプリ
期日：2016年11月20日(日)              会場：ラクタブドーム　サブプール(25m)

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 選手Ｂグループ ≫

小澤  雅也 ＫＳＣ寝屋川     52.435/ 16 小3  1級

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 選手Ｃグループ ≫

福田  皓大 ＫＳＣタナベ     31.467/ 41 小6 10級
小俣    楓 エスパティオ     38.237/ 62 小6  3級
大屋隆一朗 リーズＡＣ     38.896/ 43 小6  3級
喜々津友哉 リーズＡＣ     40.186/ 34 小5  4級
森脇    陸 エスパティオ     40.316/ 55 小5  6級
髙橋伶太朗 ＫＳＣ寝屋川     40.557/ 26 小5  6級
宮崎    樹 エスパティオ     41.836/ 67 小5  3級

No.23 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ 選手Ｄグループ ≫

徳永  真史 リーズＡＣ     31.458/ 21 中2  8級
近藤    涼 リーズＡＣ     31.678/ 72 中2  7級
吉野  優平 エスパティオ     32.028/ 43 中2  7級
永森  奎后 リーズＡＣ     34.668/ 64 中2  5級
宮里  拓海 リーズＡＣ     37.078/ 15 中2  1級
安武  稜夏 リーズＡＣ     37.727/ 56 中1  2級
中村  静薫 ＫＳＣ寝屋川     37.847/ 37 中2  2級
片山  聖雅 ＫＳＣ寝屋川     38.167/ 78 中2  2級
山本  航希 ＫＳＣタナベ     38.838/ 59 中2  1級

出力日時：11月20日 14:31


