
1 / 2第14回ＳＴＧスプリントグランプリ水泳競技大会
期日：2017年11月26日(日)              会場：ラクタブドーム　サブプール(25m)

No.5 女子 25m 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Ｓグループ ≫

西岡  璃桜 ＫＳＣ寝屋川     46.721/ 41

No.5 女子 25m 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Ａグループ ≫

篠原  莉紗 ＫＳＣ寝屋川     36.081/ 51 小1
藤田  悠生 ＫＳＣ寝屋川     40.121/ 32 小1

No.5 女子 25m 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 ≫

長島  心暖 エスパティオ     27.942/ 41 小2
木下    南 ＫＳＣ千里     28.652/ 32 小2
古橋  美空 ＫＳＣ千里     31.332/ 73 小2
梅本  莉沙 ＫＳＣタナベ     32.041/ 64 小2
中谷さやか ＫＳＣ千里     33.602/ 25 小2
西良  珠里 ＫＳＣ千里     43.342/ 66 小2
平川由子伽 ＫＳＣ寝屋川     45.762/ 57 小2
望月穂乃佳 ＫＳＣ寝屋川     51.691/ 28 小2

No.5 女子 25m 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 ≫

田中美月姫 ＫＳＣ寝屋川     25.773/ 21 小3
内村  彩乃 ＫＳＣタナベ     29.433/ 72 小3
小林  央佳 ＫＳＣ寝屋川     29.543/ 63 小3
段    柚希 ＫＳＣ千里     29.994/ 44 小3
荻田  理紗 ＫＳＣ寝屋川     35.923/ 45 小3
吉村未奈三 ＫＳＣ寝屋川     37.573/ 36 小3
古﨑    泉 ＫＳＣ寝屋川     38.744/ 67 小3
荻田  梨奈 ＫＳＣ寝屋川     39.133/ 58 小3
小泉  凜華 ＫＳＣタナベ     41.863/ 19 小3
春日  恵奈 ＫＳＣ寝屋川     46.854/ 210 小3

No.5 女子 25m 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 ≫

井本  百音 ＫＳＣ千里     22.954/ 51 小4
甲斐  瑞希 ＫＳＣ千里     28.844/ 32 小4
中島  朱里 ＫＳＣタナベ     28.974/ 13 小4
堀江  愛麗 ＫＳＣ千里     30.005/ 74 小4
淺山佳乃子 ＫＳＣタナベ     34.254/ 75 小4

No.5 女子 25m 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 ≫

松岡    碧 ＫＳＣタナベ     40.285/ 11 小5

No.5 女子 25m 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 ≫

吉田    花 ＫＳＣ千里     18.145/ 51 小6

出力日時：11月26日 10:40



2 / 2第14回ＳＴＧスプリントグランプリ水泳競技大会
期日：2017年11月26日(日)              会場：ラクタブドーム　サブプール(25m)

No.5 女子 25m 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 ≫

下薗  柚羽 ＫＳＣ千里     27.145/ 22 小6

No.5 女子 25m 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 ≫

吉田    優 ＫＳＣ千里     16.905/ 41 中3
永山佳月美 リーズＡＣ     21.455/ 62 中1

出力日時：11月26日 10:40


