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チーム一覧

№ チーム名 ヨミガナ 加盟 学校 種目 距離 性別 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ OPEN 参加 POINT

2022/06/25 22:00:39 SEIKO Swimming Results System

    1 鹿児島玉龍    ｶｷﾞｮｸﾘｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:37.84

    2 鹿児島玉龍    ｶｷﾞｮｸﾘｭｳ      鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:58.75

    3 宮之城中      ﾐﾔﾉｼﾞｮｳ       鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:48.34

    4 宮之城中      ﾐﾔﾉｼﾞｮｳ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:40.40

    5 伊敷中        ｲｼｷ           鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:30.00

    6 伊敷中        ｲｼｷ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:00.00

    7 出水中        ｲｽﾞﾐﾁｭｳ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:05.00

    8 出水中        ｲｽﾞﾐﾁｭｳ       鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:03.00

    9 帖佐中        ﾁｮｳｻﾁｭｳ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:30.00

   10 帖佐中        ﾁｮｳｻﾁｭｳ       鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:00.68

   11 帖佐中        ﾁｮｳｻﾁｭｳ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:43.51

   12 帖佐中        ﾁｮｳｻﾁｭｳ       鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:00.00

   13 川内中央中    ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:34.96

   14 川内中央中    ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳ      鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:06.35

   15 川内中央中    ｾﾝﾀﾞｲﾁｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:08.03

   16 南中          ﾐﾅﾐ           鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:46.00

   17 城西中        ｼﾞｮｳｾｲ        鹿児島 中学 リレー  400m 男子  3:58.00

   18 城西中        ｼﾞｮｳｾｲ        鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:00.00

   19 城西中        ｼﾞｮｳｾｲ        鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:23.80

   20 和田          ﾜﾀﾞ           鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:37.36

   21 和田          ﾜﾀﾞ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:22.01

   22 和田          ﾜﾀﾞ           鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:05.00

   23 和田          ﾜﾀﾞ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:44.57

   24 星峯中        ﾎｼｶﾞﾐﾈ        鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:30.17

   25 横川中        ﾖｺｶﾞﾜ         鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  6:08.58

   26 横川中        ﾖｺｶﾞﾜ         鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:24.40

   27 武            ﾀｹ            鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:01.60

   28 武            ﾀｹ            鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:13.94

   29 重富中        ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ      鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:30.00

   30 重富中        ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:10.00

   31 重富中        ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:30.00

   32 重富中        ｼｹﾞﾄﾐﾁｭｳ      鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:40.00

   33 伊集院中      ｲｼﾞｭｳｲﾝ       鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:10.00

   34 伊集院中      ｲｼﾞｭｳｲﾝ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:35.00

   35 吉野中        ﾖｼﾉﾁｭｳ        鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:20.00

   36 吉野中A       ﾖｼﾉﾁｭｳ        鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:11.65

   37 吉野中A       ﾖｼﾉﾁｭｳ        鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:32.60

   38 吉野中        ﾖｼﾉﾁｭｳ        鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:48.26

   39 大崎中        ｵｵｻｷ          鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:31.01

   40 大崎中        ｵｵｻｷ          鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:39.79

   41 大崎中        ｵｵｻｷ          鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  6:04.00

   42 大崎中        ｵｵｻｷ          鹿児島 中学 リレー  400m 女子  5:09.00

   43 川内南        ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:29.14

   44 川内南        ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ      鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:00.83

   45 川内南        ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:40.00

   46 川内南        ｾﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ      鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:55.00

   47 西陵中        ｾｲﾘｮｳﾁｭｳ      鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:26.93

   48 西陵中        ｾｲﾘｮｳﾁｭｳ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:09.65

   49 鹿屋東中      ｶﾉﾔﾋｶﾞｼ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:36.12

   50 鹿屋東中      ｶﾉﾔﾋｶﾞｼ       鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:07.24
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   51 谷山          ﾀﾆﾔﾏ          鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:33.00

   52 鴨池中        ｶﾓｲｹﾁｭｳ       鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:29.70

   53 鴨池中        ｶﾓｲｹﾁｭｳ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:11.94

   54 伊敷台中      ｲｼｷﾀﾞｲ        鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  4:59.13

   55 伊敷台中      ｲｼｷﾀﾞｲ        鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:36.74

   56 名瀬中        ﾅﾁｭｳ          鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:01.00

   57 名瀬中        ﾅﾁｭｳ          鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:31.00

   58 朝日中        ｱｻﾋ           鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:55.00

   59 朝日中        ｱｻﾋ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:48.00

   60 第一鹿屋      ﾀﾞｲｲﾁｶﾉﾔ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  4:30.03

   61 第一鹿屋      ﾀﾞｲｲﾁｶﾉﾔ      鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:20.50

   62 第一鹿屋      ﾀﾞｲｲﾁｶﾉﾔ      鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  4:40.00

   63 第一鹿屋      ﾀﾞｲｲﾁｶﾉﾔ      鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:11.84

   64 金久中        ｶﾈｸ           鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:10.10

   65 金久中        ｶﾈｸ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 女子  5:35.00

   66 金久中        ｶﾈｸ           鹿児島 中学 リレー  400m 女子  4:55.55

   67 金久中        ｶﾈｸ           鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:00.00

   68 川内北中      ｾﾝﾀﾞｲｷﾀ       鹿児島 中学 メドレーリレー  400m 男子  5:16.35

   69 川内北中      ｾﾝﾀﾞｲｷﾀ       鹿児島 中学 リレー  400m 男子  4:37.78

   70 川内北中      ｾﾝﾀﾞｲｷﾀ       鹿児島 中学 リレー  400m 女子  6:20.00


