
種目別競技結果
競技No 39.女子  200m リレー   予選

第７回愛媛県ＣＡＴＶカップ水泳競技大会

小学１・２年生小学１・２年生小学１・２年生小学１・２年生
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:49.65 2/4 フィッタ松山         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    学童

   44.38    44.38第一泳者
駄馬　匠介     

第二泳者
田井　雄斗     

第三泳者
荒谷　結奏     

第四泳者
吉田　千暁     

   42.35  1:26.73

   44.70  2:11.43

   38.22  2:49.65

ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ 

ﾀｲ ﾕｳﾄ     

ｱﾗﾀﾆ ﾕｶﾅ   

ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ   

2  3:00.41 2/1 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童                            

   45.70    45.70
                        

第一泳者
伊藤　諒成

第二泳者
髙岡　美空     

第三泳者
田村　　菫     

第四泳者
小笠原優希     

   41.10  1:26.80

 1:33.77  3:00.57

********  3:00.41

ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ

ﾀｶｵｶ ﾐｸ    

ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ    

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ 

3  3:03.00 2/5 コナミ松山           （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ     学童

   43.65    43.65第一泳者
森川　絵理     

第二泳者
兵頭　悠晟     

第三泳者
清田　俐帆     

第四泳者
友近　立伸     

   41.71  1:25.36

   50.11  2:15.47

   47.53  3:03.00

ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ    

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ

ｷﾖﾀ ﾘﾎ     

ﾄﾓﾁｶ ﾘｭｳｼﾝ 

4  3:12.43 2/6 西条ＳＣ             （ｻｲｼﾞｮｳSC    学童

 1:01.96  1:01.96第一泳者
宮野　心花     

第二泳者
石川　葉月     

第三泳者
三宅　裕貴     

第四泳者
塩出　大剛     

   47.39  1:49.35

   42.90  2:32.25

   40.18  3:12.43

ﾐﾔﾉ ｺﾊﾅ    

ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ  

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ    

ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 

5  3:14.08 2/2 ファイブテン         （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     学童

   36.89    36.89第一泳者
藤田　真央     

第二泳者
向井　蒼空     

第三泳者
一井　克斗     

第四泳者
澤井　結希     

   49.68  1:26.57

   53.22  2:19.79

   54.29  3:14.08

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ    

ﾑｶｲ ｿﾗ     

ｲﾁｲ ｶﾂﾄ    

ｻﾜｲ ﾕｳｷ    

6  3:14.59 2/3 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      学童

   48.68    48.68第一泳者
伊須　彩葉     

第二泳者
越智心桜莉     

第三泳者
永田　　空     

第四泳者
髙橋　昂大     

   50.24  1:38.92

   53.00  2:31.92

   42.67  3:14.59

ｲｽ ｲﾛﾊ     

ｵﾁ ﾐｵﾘ     

ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ    

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ   

7  3:20.441/3 フィッタ新居浜       （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ    学童

   41.52    41.52第一泳者
星田　京美     

第二泳者
秦　　桐子     

第三泳者
町田　真海     

第四泳者
伊藤　夏樹     

   55.79  1:37.31

   54.65  2:31.96

   48.48  3:20.44

ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ   

ﾊﾀ ｷﾘｺ     

ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ   

ｲﾄｳ ﾅﾂｷ    

8  3:25.451/5 リー保内             （ﾘｰﾎﾅｲ       学童

   47.69    47.69第一泳者
玉井　淳規     

第二泳者
中田　桃歌     

第三泳者
天野　衣音     

第四泳者
谷口　　廉     

   53.54  1:41.23

   47.15  2:28.38

   57.07  3:25.45

ﾀﾏｲ ｱﾂｷ    

ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ    

ｱﾏﾉ ｲｵ     

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ   
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9  3:32.97 2/7 八幡浜ＳＣ           （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   43.43    43.43第一泳者
山田優里也     

第二泳者
上岡　侑叶     

第三泳者
大石　洋輔     

第四泳者
岡本　望愛     

 1:01.06  1:44.49

 1:06.49  2:50.98

   41.99  3:32.97

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ   

ｳｴｵｶ ﾕｳﾄ   

ｵｵｲｼ ﾖｳｽｹ  

ｵｶﾓﾄ ﾓｱ    

棄権1/4 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ    学童

第一泳者
白石　和士     

第二泳者
伊藤　絢彪     

第三泳者
平塚　夢乃     

第四泳者
能瀬　愛歩     

        

        

        

ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ  

ｲﾄｳ ﾋｭｳ    

ﾋﾗﾂｶ ﾕﾒﾉ   

ﾉｾ ﾏﾅﾐ     
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