
種目別競技結果
競技No: 117.女子  200m リレー   タイム決勝

第32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  2:15.532/3 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   34.03    34.03第一泳者 池内　有彩      

第二泳者 大川　心暖      

第三泳者 上田　　凛      

第四泳者 芝　　怜菜      

   34.77  1:08.80

   35.65  1:44.45

   31.08  2:15.53

ｲｹｳﾁ ｱﾘｻ    

ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ    

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ     

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ     

2  2:15.792/4 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ      学童

   32.73    32.73第一泳者 橋田　実和      

第二泳者 菅　　百花      

第三泳者 釘宮　遥花      

第四泳者 大石　晶夢      

   34.76  1:07.49

   34.33  1:41.82

   33.97  2:15.79

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ     

ｶﾝ ﾓﾓｶ      

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ   

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ    

3  2:15.962/5 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   34.31    34.31第一泳者 高山　莉子      

第二泳者 藤岡　幸恵      

第三泳者 西岡奈津樹      

第四泳者 藤岡　　凛      

   34.43  1:08.74

   33.90  1:42.64

   33.32  2:15.96

ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ     

ﾌｼﾞｵｶ ｻﾁｴ   

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ    

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ    

4  2:18.662/6 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC     学童

   34.80    34.80第一泳者 鳥取　実結      

第二泳者 図子　　葵      

第三泳者 三浦　珠季      

第四泳者 安部向日葵      

   35.63  1:10.43

   35.82  1:46.25

   32.41  2:18.66

ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ    

ｽﾞｼ ｱｵｲ     

ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ     

ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ     

5  2:19.671/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   32.66    32.66第一泳者 白方　彩恵      

第二泳者 片山瑠々花      

第三泳者 西岡　泉美      

第四泳者 窪田　理子      

   33.35  1:06.01

   36.13  1:42.14

   37.53  2:19.67

ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ    

ｶﾀﾔﾏ ﾙﾙｶ    

ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ   

ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ     

6  2:23.992/7 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   35.40    35.40第一泳者 川本　葵里      

第二泳者 岡本　未来      

第三泳者 窪田　明依      

第四泳者 井上日菜子      

   36.33  1:11.73

   36.50  1:48.23

   35.76  2:23.99

ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ    

ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ    

ｸﾎﾞﾀ ﾒｲ     

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ    

7  2:28.042/1 石原ＳＣ              （ｲｼﾊﾗ         学童

   34.24    34.24第一泳者 上甲　涼帆      

第二泳者 兵頭　まい      

第三泳者 高橋　瑞季      

第四泳者 細川みなみ      

   39.13  1:13.37

   39.48  1:52.85

   35.19  2:28.04

ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ 

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲ   

ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ   

ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ    

8  2:31.122/2 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   35.36    35.36第一泳者 吉田　芽生      

第二泳者 藤田　真央      

第三泳者 水野　優那      

第四泳者 高橋　杏実      

   37.88  1:13.24

   39.11  1:52.35

   38.77  2:31.12

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ     

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ     

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ    

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ    
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9  2:33.011/4 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ        学童

   37.42    37.42第一泳者 大西　紗羅      

第二泳者 宮中　彩希      

第三泳者 石井　　和      

第四泳者 河野　安莉      

   37.38  1:14.80

   37.13  1:51.93

   41.08  2:33.01

ｵｵﾆｼ ｻﾗ     

ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ    

ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ    

ｺｳﾉ ｱﾝﾘ     

10  2:49.651/5 Ryuow                 （ryuow        学童

   38.28    38.28第一泳者 土井　柚月      

第二泳者 渡邊　心暖      

第三泳者 大澤　由芽      

第四泳者 松本　結奈      

   42.03  1:20.31

   44.08  2:04.39

   45.26  2:49.65

ﾄﾞｲ ﾕﾂﾞｷ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ   

ｵｵｻﾜ ﾕﾒ     

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲﾅ    

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME


