
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)

訂正

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 ≫

矢吹  豪志 ＫＳＣ千里   1:10.831/ 31 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 ≫

濵本  哲平 ＫＳＣ千里   1:12.041/ 51 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 ≫

亀子寿樹功 ＫＳＣ寝屋川     59.641/ 41 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 ≫

上月琉之介 ＫＳＣ千里     45.912/ 51 小5
中西  拓海 ＫＳＣ千里     48.802/ 22 小5
石田  楓真 ＫＳＣ千里     49.282/ 63 小5
矢吹  颯志 ＫＳＣ千里     49.722/ 34 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Ｇグループ ≫

東畑  哲大 ＫＳＣ寝屋川     39.232/ 41 中1  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Ａグループ ≫

高柳  桜道 エスパティオ   1:05.463/ 61 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 ≫

田上  寛樹 リーズＡＣ     38.734/ 41 小3  9級
上岡  凌太 エスパティオ     42.054/ 52 小3  7級
追立  楓人 エスパティオ     43.944/ 33 小4  4級
吉井  理人 ＫＳＣ千里     45.764/ 64 小3  5級
藤井  一毅 リーズＡＣ     47.983/ 45 小3  3級
寺師  暖人 エスパティオ     50.053/ 36 小4  2級
深田  勇聖 リーズＡＣ     50.063/ 57 小4  2級
佐野  幹太 ＫＳＣタナベ     52.744/ 28 小3  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Ｃグループ ≫

高橋  滉生 ＫＳＣ寝屋川     39.145/ 31 小5  5級
大垣  海知 リーズＡＣ     42.305/ 52 小5  2級
濱津  直志 リーズＡＣ     42.935/ 63 小5  2級
長山    新 ＫＳＣ寝屋川     44.435/ 24 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 ≫

出力日時：11月26日 14:43
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訂正

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 ≫

出口  智大 リーズＡＣ     29.936/ 61 中2  8級
森本  恭輔 リーズＡＣ     30.476/ 42 中3  7級
岡本  璃旺 エスパティオ     31.576/ 53 中2  8級
天野  壮裕 ＫＳＣ寝屋川     31.666/ 34 中2  8級
坂本  岳久 ＫＳＣタナベ     31.956/ 75 中1  9級
渡部  友偉 リーズＡＣ     32.386/ 26 中2  6級
山本  航希 ＫＳＣタナベ     35.216/ 17 中3  3級
瀧下  十絆 リーズＡＣ     39.925/ 48 中1  2級

出力日時：11月26日 14:43


