
種目別競技結果
競技No: 120.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

11～12歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:01.182/1 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       一般

   29.34    29.34第一泳者 大橋　海斗      

第二泳者 市原　舜鷹      

第三泳者 伊須　新太      

第四泳者 佐伯　遥斗      

   29.19    58.53

   30.96  1:29.49

   31.69  2:01.18

ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ   

ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ   

ｲｽ ｱﾗﾀ     

ｻｴｷ ﾊﾙﾄ    

2  2:02.172/5 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   28.57    28.57第一泳者 檜垣　碧位      

第二泳者 大加田　凌      

第三泳者 木和田伊織      

第四泳者 有田　羽瑠      

   31.17    59.74

   31.54  1:31.28

   30.89  2:02.17

ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ   

ｵｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ  

ｷﾜﾀﾞ ｲｵﾘ   

ｱﾘﾀ ﾊﾙ     

3  2:02.612/3 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   27.55    27.55第一泳者 一色明日斗      

第二泳者 松本　憲汰      

第三泳者 田坂　優成      

第四泳者 島田　友希      

   33.27  1:00.82

   31.51  1:32.33

   30.28  2:02.61

ｲｯｼｷ ｱｽﾄ   

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ   

ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ   

ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ   

4  2:02.902/4 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ        一般

   30.21    30.21第一泳者 大福　樹生      

第二泳者 大塚　龍登      

第三泳者 清家　　宙      

第四泳者 宮中　元輝      

   32.35  1:02.56

   29.08  1:31.64

   31.26  2:02.90

ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ   

ｵｵﾂｶ ﾘｭｳﾄ  

ｾｲｹ ｿﾗ     

ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ  

5  2:03.582/2 瀬戸内温泉            （ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ     一般

   29.02    29.02第一泳者 山本　威瑠      

第二泳者 矢野　結都      

第三泳者 杉本　尚之      

第四泳者 阿部　大和      

   29.22    58.24

   31.43  1:29.67

   33.91  2:03.58

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ   

ﾔﾉ ﾕｲﾄ     

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 

ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ    

6  2:06.251/5 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     一般

   31.81    31.81第一泳者 三上颯太郎      

第二泳者 髙井健太郎      

第三泳者 井上　陽葵      

第四泳者 高岡　大陸      

   32.05  1:03.86

   31.99  1:35.85

   30.40  2:06.25

ﾐｶﾐ ｿｳﾀﾛｳ  

ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ  

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ   

ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ  

7  2:06.532/6 かしま道後            （ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ     一般

   32.30    32.30第一泳者 窪田　　樹      

第二泳者 森田　侑幹      

第三泳者 伊藤　路人      

第四泳者 矢野　和尊      

   39.56  1:11.86

   24.77  1:36.63

   29.90  2:06.53

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ   

ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ    

ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾄ   

ﾔﾉ ﾜﾀﾙ     

8  2:08.631/4 石原ＳＣ              （ｲｼﾊﾗ         一般

   29.50    29.50第一泳者 細川直央人      

第二泳者 花山　虹介      

第三泳者 佐々木裕也      

第四泳者 村上　翔悟      

   29.02    58.52

   35.68  1:34.20

   34.43  2:08.63

ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾄ   

ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ  

ｻｻｷ ﾋﾛﾔ    

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 
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9  2:12.162/7 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   32.57    32.57第一泳者 岡本　大翔      

第二泳者 菊池　真弥      

第三泳者 菊池　慶太      

第四泳者 平田幸太郎      

   33.79  1:06.36

   33.89  1:40.25

   31.91  2:12.16

ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ   

ｷｸﾁ ﾏｻﾔ    

ｷｸﾁ ｹｲﾀ    

ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ  

10  2:18.122/8 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ      学童

   32.41    32.41第一泳者 越智　　照      

第二泳者 文田　匠海      

第三泳者 菊山　智己      

第四泳者 廣瀬　合輝      

   35.16  1:07.57

   36.04  1:43.61

   34.51  2:18.12

ｵﾁ ｼｮｳ     

ﾌﾞﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ  

ｷｸﾔﾏ ﾄﾓｷ   

ﾋﾛｾ ｺﾞｳｷ   

11  2:19.531/3 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   30.47    30.47第一泳者 白石　　海      

第二泳者 八重樫滉平      

第三泳者 佐藤　　航      

第四泳者 石村　　匠      

   34.24  1:04.71

   34.04  1:38.75

   40.78  2:19.53

ｼﾗｲｼ ｶｲ    

ﾔｴｶﾞｼ ｺｳﾍｲ 

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ    

ｲｼﾑﾗ ﾀｸﾐ   
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