
種目別競技結果
競技No: 118.男子  200m リレー   タイム決勝

第31回愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会

10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:13.37 2/5 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   31.01    31.01

大会新                  

第一泳者 窪田　雄斗      

第二泳者 坪内　聰典      

第三泳者 島田　　希      

第四泳者 野田旺太郎      

   33.78  1:04.79

   36.17  1:40.96

   32.41  2:13.37

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ   

ﾂﾎﾞｳﾁ ｿｳｽｹ 

ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ  

ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ  

2  2:14.63 2/3 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   31.22    31.22

大会新                  

第一泳者 髙岡　海斗      

第二泳者 三河　瀬那      

第三泳者 宮﨑　祥多      

第四泳者 瀬戸　蒼陽      

   35.47  1:06.69

   36.33  1:43.02

   31.61  2:14.63

ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ   

ﾐｶﾜ ｾﾅ     

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 

ｾﾄ ｱｵﾔ     

3  2:21.93 2/6 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   36.12    36.12第一泳者 浅井創太朗      

第二泳者 泉　慎之介      

第三泳者 山田紗功也      

第四泳者 宇都宮伊紀      

   34.40  1:10.52

   35.76  1:46.28

   35.65  2:21.93

ｱｻｲ ｿｳﾀﾛｳ  

ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 

ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾔ   

ｳﾂﾉﾐﾔ ｲﾉﾘ  

4  2:26.28 2/2 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ      学童

   36.66    36.66第一泳者 山内　寛大      

第二泳者 加藤　雄大      

第三泳者 田村想太郎      

第四泳者 世良　智希      

   38.18  1:14.84

   37.49  1:52.33

   33.95  2:26.28

ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ   

ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ   

ﾀﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ  

ｾﾗ ﾄﾓｷ     

5  2:30.65 2/7 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ      学童

   33.85    33.85第一泳者 大石　陸斗      

第二泳者 奥田　海人      

第三泳者 河野　海音      

第四泳者 毛利瑠希士      

   36.74  1:10.59

   40.88  1:51.47

   39.18  2:30.65

ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ   

ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ   

ｺｳﾉ ｶｲﾄ    

ﾓｳﾘ ﾙｷﾄ    

6  2:32.371/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   34.33    34.33第一泳者 立石　凌翔      

第二泳者 西岡　颯大      

第三泳者 大野孝太郎      

第四泳者 藤本　大勢      

   39.24  1:13.57

   40.38  1:53.95

   38.42  2:32.37

ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ  

ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ   

ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ  

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 

7  2:35.63 2/4 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ     学童

   36.23    36.23第一泳者 町田　夏紀      

第二泳者 森田　淳夢      

第三泳者 山口　将貴      

第四泳者 真鍋　千賢      

   40.13  1:16.36

   14.82  1:31.18

 1:04.45  2:35.63

ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ   

ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ    

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 

ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ   

8  2:35.671/4 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   33.92    33.92第一泳者 長野　　弘      

第二泳者 青野　　空      

第三泳者 中村　凛太      

第四泳者 八木　一真      

   39.29  1:13.21

   40.75  1:53.96

   41.71  2:35.67

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ   

ｱｵﾉ ｿﾗ     

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀ   

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾏ   

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME
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9  2:45.531/5 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   40.51    40.51第一泳者 藤田　　翔      

第二泳者 金田　浩聖      

第三泳者 佐藤　　光      

第四泳者 石村　　圭      

   38.29  1:18.80

   38.99  1:57.79

   47.74  2:45.53

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ   

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ    

ｲｼﾑﾗ ｹｲ    

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME


