
種目別競技結果
競技No 40.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３・４年生小学３・４年生小学３・４年生小学３・４年生
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:19.862/4 フィッタ松山         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    学童

   34.57    34.57第一泳者
高山　莉子     

第二泳者
高岡　大珂     

第三泳者
岡﨑　一彗     

第四泳者
赤尾　美澄     

   37.87  1:12.44

   35.86  1:48.30

   31.56  2:19.86

ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ    

ﾀｶｵｶ ﾀｲｶﾞ  

ｵｶｻﾞｷ ｲｯｾｲ 

ｱｶｵ ﾐｽﾐ    

2  2:20.232/5 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童

   31.43    31.43第一泳者
芝　　怜菜     

第二泳者
池田　昂生     

第三泳者
笹木　俊平     

第四泳者
上野　琉依     

   37.67  1:09.10

   36.97  1:46.07

   34.16  2:20.23

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ｻｻｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 

ｳｴﾉ ﾙｲ     

3  2:21.372/6 ファイブテン         （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     学童

   33.20    33.20第一泳者
金田　浩聖     

第二泳者
福田　英寿     

第三泳者
吉田　芽生     

第四泳者
水野　優那     

   33.80  1:07.00

   36.27  1:43.27

   38.10  2:21.37

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ    

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ   

4  2:23.212/2 フィッタ松前         （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ     学童

   37.33    37.33第一泳者
三ツ井歩夢     

第二泳者
河野　海音     

第三泳者
大石　晶夢     

第四泳者
橋田　実和     

   37.66  1:14.99

   35.19  1:50.18

   33.03  2:23.21

ﾐﾂｲ ｱﾕﾑ    

ｺｳﾉ ｶｲﾄ    

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ   

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ    

5  2:23.602/1 コミュニティ         （ｺﾐｭﾆﾃｨ      学童

   33.93    33.93第一泳者
大加田元輝     

第二泳者
櫻井　理道     

第三泳者
木田　朋魅     

第四泳者
宝本　和花     

   34.76  1:08.69

   38.28  1:46.97

   36.63  2:23.60

ｵｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾐﾁ  

ｷﾀﾞ ﾄﾓﾐ    

ﾀｶﾗﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 

6  2:29.632/3 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      学童

   36.66    36.66第一泳者
西岡　泉美     

第二泳者
西岡　颯大     

第三泳者
窪田　理子     

第四泳者
大野孝太郎     

   37.18  1:13.84

   39.69  1:53.53

   36.10  2:29.63

ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ  

ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ   

ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ    

ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ  

7  2:29.722/7 八幡浜ＳＣ           （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   34.94    34.94第一泳者
川本　葵里     

第二泳者
二宮蒼志郎     

第三泳者
土居　陸翔     

第四泳者
井上日菜子     

   44.88  1:19.82

   34.03  1:53.85

   35.87  2:29.72

ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ   

ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ 

ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ    

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ   

8  2:30.891/4 西条ＳＣ             （ｻｲｼﾞｮｳSC    学童

   37.66    37.66第一泳者
図子　　葵     

第二泳者
野川　　陸     

第三泳者
三宅　海士     

第四泳者
鳥取　実結     

   39.93  1:17.59

   37.82  1:55.41

   35.48  2:30.89

ｽﾞｼ ｱｵｲ    

ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ    

ﾐﾔｹ ｶｲﾄ    

ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ   
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9  2:37.101/5 アズサ松山           （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ    学童

   36.84    36.84第一泳者
赤木　裕一     

第二泳者
大田りりか     

第三泳者
井手　清可     

第四泳者
松田　康生     

   42.83  1:19.67

   39.10  1:58.77

   38.33  2:37.10

ｱｶｷﾞ ﾕｳｲﾁ  

ｵｵﾀ ﾘﾘｶ    

ｲﾃﾞ ｽﾐｶ    

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ  

10  2:44.681/3 コナミ松山           （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ     学童

   39.02    39.02第一泳者
奈良　孟拓     

第二泳者
小森谷　楓     

第三泳者
勝谷　咲南     

第四泳者
橋本　夢実     

   40.64  1:19.66

   39.60  1:59.26

   45.42  2:44.68

ﾅﾗ ﾀｹﾋﾛ    

ｺﾓﾘﾔ ｶｴﾃﾞ  

ｶﾂﾔ ｻﾅ     

ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ  
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