
種目別競技結果
競技No 1.女子  200m リレー   予選

第5回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

19歳以上19歳以上19歳以上19歳以上
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  1:47.911/3 八幡浜ＳＣ　A （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 中学

   26.53    26.53第一泳者
平田　美幸     

第二泳者
泉　　遥叶     

第三泳者
三好　温子     

第四泳者
東　みずき     

   26.48    53.01

   27.05  1:20.06

   27.85  1:47.91

ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ    

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ   

ﾐﾖｼ ｱﾂｺ    

ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ  

2  1:49.542/4 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 高校 県高新                     

   27.14    27.14第一泳者
坂口　詩穏     

第二泳者
山崎　咲瑛     

第三泳者
坂口　聖奈     

第四泳者
秀野　加奈     

   28.27    55.41

   27.60  1:23.01

   26.53  1:49.54

ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ  

ﾔﾏｻｷ ｻｴ    

ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ  

ｼｭｳﾉ ｶﾅ    

3  1:49.962/6 南海ＤＣ　A （ﾅﾝｶｲDC） 一般

   28.76    28.76第一泳者
井尻　　環     

第二泳者
嶋村　亜美     

第三泳者
岩間　薫乃     

第四泳者
井上　紗奈     

   26.92    55.68

   26.86  1:22.54

   27.42  1:49.96

ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ   

ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ    

ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ    

ｲﾉｳｴ ｻﾅ    

4  1:53.771/6 八幡浜ＳＣ　B （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   28.81    28.81第一泳者
坂本　結虹     

第二泳者
三嶋　　拓     

第三泳者
岩本　　幸     

第四泳者
矢野　萌佳     

   27.82    56.63

   29.27  1:25.90

   27.87  1:53.77

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾆ   

ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ    

ｲﾜﾓﾄ ｻﾁ    

ﾔﾉ ﾓｴｶ     

5  1:55.201/4 南海ＤＣ　B （ﾅﾝｶｲDC） 一般

   28.26    28.26第一泳者
濱家　未来     

第二泳者
戒能　朝陽     

第三泳者
川連いつき     

第四泳者
柿内　胡華     

   28.82    57.08

   28.68  1:25.76

   29.44  1:55.20

ﾊﾏｲｴ ﾐｷ    

ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ   

ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ   

ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ   

6  1:55.662/5 コミュニティ （ｺﾐｭﾆﾃｨ） 一般

   28.32    28.32第一泳者
山村　涼乃     

第二泳者
山村　志乃     

第三泳者
藤本ひより     

第四泳者
大塚　美音     

   28.73    57.05

   29.97  1:27.02

   28.64  1:55.66

ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ  

ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ    

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾖﾘ  

ｵｵﾂｶ ﾐｵ    

7  1:57.942/3 MESSA （MESSA） 一般

   29.81    29.81第一泳者
田中　小春     

第二泳者
兵頭音百花     

第三泳者
田中　隆乃     

第四泳者
上田　稀織     

   29.62    59.43

   29.26  1:28.69

   29.25  1:57.94

ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ    

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｶ 

ﾀﾅｶ ﾀｶﾉ    

ｳｴﾀﾞ ｷｵﾘ   

8  1:58.141/2 八幡浜ＳＣ　C （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 中学

   28.87    28.87第一泳者
菊地　真碧     

第二泳者
廣井　優花     

第三泳者
稲瀬　歩夢     

第四泳者
中岡亜依香     

   30.21    59.08

   31.01  1:30.09

   28.05  1:58.14

ｷｸﾁ ﾏﾐ     

ﾋﾛｲ ﾕｶ     

ｲﾅｾ ｱﾕ     

ﾅｶｵｶ ｱｲｶ   
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9  1:59.812/2 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   28.71    28.71第一泳者
上窪日向子     

第二泳者
山本　芹菜     

第三泳者
宮本　聖乃     

第四泳者
下田　天海     

   30.51    59.22

   30.01  1:29.23

   30.58  1:59.81

ｶﾐｸﾎﾞ ﾋﾅｺ  

ﾔﾏﾓﾄ ｾﾘﾅ   

ﾐﾔﾓﾄ ｷﾖﾉ   

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ   

10  2:00.722/7 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   29.60    29.60第一泳者
吉田　若菜     

第二泳者
神野　海玖     

第三泳者
浜根　梨桜     

第四泳者
深川　瑚夏     

   31.17  1:00.77

   31.97  1:32.74

   27.98  2:00.72

ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ   

ｼﾞﾝﾉ ﾐｸ    

ﾊﾏﾈ ﾘｵ     

ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ  

11  2:02.162/1 南海朝生田 （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ） 中学

   30.57    30.57第一泳者
永井　咲帆     

第二泳者
山下　明梨     

第三泳者
浅川　　楓     

第四泳者
渡邉　琴音     

   30.18  1:00.75

   29.78  1:30.53

   31.63  2:02.16

ﾅｶﾞｲ ｻﾎ    

ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ   

ｱｻｶﾜ ﾌｳ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ  

12  2:06.692/8 フィッタ松前 （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ） 一般

   31.38    31.38第一泳者
橋田　実和     

第二泳者
吉田　芽央     

第三泳者
長尾　侑美     

第四泳者
荻山　次美     

   31.64  1:03.02

   32.68  1:35.70

   30.99  2:06.69

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ    

ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ    

ﾅｶﾞｵ ﾕﾐ    

ｵｷﾞﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ 

13  2:21.381/5 西条ＳＣ （ｻｲｼﾞｮｳSC） 学童

   35.47    35.47第一泳者
鳥取　実結     

第二泳者
浅木あすか     

第三泳者
図子　　葵     

第四泳者
安部向日葵     

   37.36  1:12.83

   35.52  1:48.35

   33.03  2:21.38

ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ   

ｱｻｷﾞ ｱｽｶ   

ｽﾞｼ ｱｵｲ    

ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ    

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME

2/2 ページ


