
種目別競技結果
競技No 41.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５・６年生小学５・６年生小学５・６年生小学５・６年生
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:00.043/4 コミュニティ         （ｺﾐｭﾆﾃｨ      学童 県学童新                   

   28.40    28.40第一泳者
大加田　凌     

第二泳者
戎　　真花     

第三泳者
前田　唯菜     

第四泳者
浦崎　昂楽     

   29.94    58.34

   30.62  1:28.96

   31.08  2:00.04

ｵｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ  

ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ   

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ   

ｳﾗｻｷ ﾀｶﾗ   

2  2:00.763/7 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童 県学童新                   

   30.48    30.48第一泳者
髙岡　海斗     

第二泳者
坂口　颯馬     

第三泳者
沼野佑未華     

第四泳者
芝　　咲菜     

   30.64  1:01.12

   31.49  1:32.61

   28.15  2:00.76

ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ   

ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ  

ﾇﾏﾉ ﾕﾐｶ    

ｼﾊﾞ ｻｷﾅ    

3  2:04.713/3 フィッタ松山         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    学童 県学童新                   

   30.49    30.49第一泳者
田坂　優成     

第二泳者
樋口　澪唯     

第三泳者
戎森かんな     

第四泳者
窪田　雄斗     

   33.76  1:04.25

   31.31  1:35.56

   29.15  2:04.71

ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ   

ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ    

ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ 

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ   

4  2:05.153/2 Z-UP                 （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ     学童 県学童新                   

   30.32    30.32第一泳者
世良　智希     

第二泳者
越智　彩水     

第三泳者
山本　彩実     

第四泳者
大脊戸敬汰     

   32.86  1:03.18

   31.94  1:35.12

   30.03  2:05.15

ｾﾗ ﾄﾓｷ     

ｵﾁ ｱﾐ      

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ    

ｵｵｾﾄﾞ ｹｲﾀ  

5  2:07.103/6 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      学童 県学童新                   

   31.91    31.91第一泳者
岡村　亜優     

第二泳者
立石　凌翔     

第三泳者
浦上　眞愛     

第四泳者
窪田　　樹     

   32.78  1:04.69

   33.52  1:38.21

   28.89  2:07.10

ｵｶﾑﾗ ｱﾕ    

ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ  

ｳﾗｶﾐ ﾏﾅ    

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ   

6  2:08.013/5 コナミ松山           （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ     学童 県学童新                   

   31.15    31.15第一泳者
梶田　洸貴     

第二泳者
野木こころ     

第三泳者
大西　美憂     

第四泳者
黒野　裕馬     

   31.92  1:03.07

   33.45  1:36.52

   31.49  2:08.01

ｶｼﾞﾀ ｺｳｷ   

ﾉｷﾞ ｺｺﾛ    

ｵｵﾆｼ ﾐﾕ    

ｸﾛﾉ ﾕｳﾏ    

7  2:08.281/4 南海朝生田 （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ） 学童 県学童新                   

   30.68    30.68第一泳者
浅川　　色     

第二泳者
三好　未来     

第三泳者
永井　沙耶     

第四泳者
周防俊之介     

   31.68  1:02.36

   34.09  1:36.45

   31.83  2:08.28

ｱｻｶﾜ ｼｷ    

ﾐﾖｼ ﾐｸ     

ﾅｶﾞｲ ｻﾔ    

ｽｵｳ ｼｭﾝﾉｽｹ 

8  2:08.533/8 八幡浜ＳＣ           （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童 県学童新                   

   30.83    30.83第一泳者
岡本　大翔     

第二泳者
浅井　七海     

第三泳者
三浦　花菜     

第四泳者
菊池　真弥     

   33.45  1:04.28

   32.89  1:37.17

   31.36  2:08.53

ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ   

ｱｻｲ ﾅﾅﾐ    

ﾐｳﾗ ｶﾅ     

ｷｸﾁ ﾏｻﾔ    
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9  2:08.962/7 アズサ松山           （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ    学童 県学童新                   

   32.59    32.59第一泳者
松下　楓佳     

第二泳者
竹本　康希     

第三泳者
深瀬　夏美     

第四泳者
武智　研吾     

   31.95  1:04.54

   32.78  1:37.32

   31.64  2:08.96

ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶ   

ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ   

ﾌｶｾ ﾅﾂﾐ    

ﾀｹﾁ ｹﾝｺﾞ   

10  2:09.472/4 マコトSC双葉         （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ     学童 県学童新                   

   31.73    31.73第一泳者
大西　源太     

第二泳者
別府　彩羽     

第三泳者
長野　　弘     

第四泳者
山本　彩寧     

   32.17  1:03.90

   32.55  1:36.45

   33.02  2:09.47

ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝﾀ  

ﾍﾞｯﾌﾟ ｲﾛﾊ  

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ   

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ   

11  2:09.792/3 フィッタ松前         （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ     学童 県学童新                   

   31.52    31.52第一泳者
大石　陸斗     

第二泳者
内田　拓希     

第三泳者
山田　蒼依     

第四泳者
吉田　芽央     

   33.31  1:04.83

   33.81  1:38.64

   31.15  2:09.79

ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ   

ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ   

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ   

ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ    

12  2:10.162/6 西条ＳＣ             （ｻｲｼﾞｮｳSC    学童 県学童新                   

   32.09    32.09第一泳者
鳥取　愛斗     

第二泳者
石川さくら     

第三泳者
藤田　颯斗     

第四泳者
山内　萌加     

   33.36  1:05.45

   34.43  1:39.88

   30.28  2:10.16

ﾄｯﾄﾘ ｱｲﾄ   

ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ   

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ   

ﾔﾏｳﾁ ﾓｴｶ   

13  2:10.903/1 リー保内             （ﾘｰﾎﾅｲ       学童 県学童新                   

   31.02    31.02第一泳者
下田　天海     

第二泳者
北口　真也     

第三泳者
山本　咲良     

第四泳者
谷口　駿成     

   32.75  1:03.77

   32.67  1:36.44

   34.46  2:10.90

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ   

ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝﾔ  

ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ   

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ

14  2:13.132/2 Ryuow                （ryuow       学童 県学童新                   

   28.47    28.47第一泳者
篠﨑　　翔     

第二泳者
上岡　由佳     

第三泳者
東灘　空良     

第四泳者
前田明日香     

   34.94  1:03.41

   32.41  1:35.82

   37.31  2:13.13

ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 

ｳｴｵｶ ﾕｳｶ   

ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ ｿﾗ 

ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ   

15  2:13.751/3 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ    学童 県学童新                   

   28.78    28.78第一泳者
塩見　頼生     

第二泳者
越智　海季     

第三泳者
白石明日菜     

第四泳者
渡部　　蓮     

   33.33  1:02.11

   37.29  1:39.40

   34.35  2:13.75

ｼｵﾐ ﾗｲｷ    

ｵﾁ ﾐｽﾞｷ    

ｼﾗｲｼ ｱｽﾅ   

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ   

16  2:14.262/5 ファイブテン         （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     学童 県学童新                   

   32.39    32.39第一泳者
山口　　空     

第二泳者
神野　桃花     

第三泳者
田村　祐奈     

第四泳者
安藤　陽輝     

   33.50  1:05.89

   32.04  1:37.93

   36.33  2:14.26

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ   

ｼﾞﾝﾉ ﾓﾓｶ   

ﾀﾑﾗ ﾕﾅ     

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ  
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17  2:14.861/5 フィッタ川江         （ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ    学童 県学童新                   

   33.89    33.89第一泳者
内田　花埜

第二泳者
林　　壱成

第三泳者
中田　愛菜

第四泳者
宮﨑　良太

   31.28  1:05.17

   36.13  1:41.30

   33.56  2:14.86

ｳﾁﾀﾞ ｶﾉ

ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ

ﾅｶﾀ ﾏﾅ

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
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