
種目別競技結果
競技No 1.女子  200m リレー   予選

第6回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

無差別
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  1:47.752/4 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   27.29    27.29第一泳者 三好　温子      

第二泳者 三嶋　　拓      

第三泳者 泉　　遥叶      

第四泳者 平田　美幸      

   27.42    54.71

   26.31  1:21.02

   26.73  1:47.75

ﾐﾖｼ ｱﾂｺ    

ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ    

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ   

ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ    

2  1:50.272/7 南海ＤＣ （ﾅﾝｶｲDC） 一般

   27.15    27.15第一泳者 岩間　薫乃      

第二泳者 井上　紗奈      

第三泳者 濱家　未来      

第四泳者 柿内　胡華      

   27.11    54.26

   27.44  1:21.70

   28.57  1:50.27

ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ    

ｲﾉｳｴ ｻﾅ    

ﾊﾏｲｴ ﾐｷ    

ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ   

3  1:50.882/5 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 高校

   27.86    27.86第一泳者 秀野　加奈      

第二泳者 坂口　聖奈      

第三泳者 秀野　由光      

第四泳者 坂口　詩穏      

   27.70    55.56

   27.95  1:23.51

   27.37  1:50.88

ｼｭｳﾉ ｶﾅ    

ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ  

ｼｭｳﾉ ﾕﾐ    

ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ  

4  1:55.542/6 コミュニティ （ｺﾐｭﾆﾃｨ） 一般

   27.93    27.93第一泳者 山村　涼乃      

第二泳者 山村　志乃      

第三泳者 赤松　舞音      

第四泳者 尾﨑　綾音      

   28.95    56.88

   28.73  1:25.61

   29.93  1:55.54

ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ  

ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ    

ｱｶﾏﾂ ﾏｵ    

ｵｻﾞｷ ｱﾔﾈ   

5  1:56.602/2 コミュニティ （ｺﾐｭﾆﾃｨ） 学童

   28.13    28.13第一泳者 戎　　真花      

第二泳者 前田　唯菜      

第三泳者 尾﨑　嘉音      

第四泳者 秋山　莉子      

   28.27    56.40

   30.13  1:26.53

   30.07  1:56.60

ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ   

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ   

ｵｻﾞｷ ｶﾉﾝ   

ｱｷﾔﾏ ﾘｺ    

6  1:57.781/5 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA） 一般

   28.52    28.52第一泳者 深川　瑚夏      

第二泳者 田村　祐奈      

第三泳者 神野　朱里      

第四泳者 吉田　若菜      

   29.08    57.60

   30.60  1:28.20

   29.58  1:57.78

ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ  

ﾀﾑﾗ ﾕﾅ     

ｼﾞﾝﾉ ｼｭﾘ   

ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ   

7  1:58.102/3 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   30.17    30.17第一泳者 下田　天海      

第二泳者 山田紗也華      

第三泳者 中岡亜依香      

第四泳者 菊地　真碧      

   30.99  1:01.16

   28.87  1:30.03

   28.07  1:58.10

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ   

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ   

ﾅｶｵｶ ｱｲｶ   

ｷｸﾁ ﾏﾐ     

8  2:00.002/1 南海朝生田 （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ） 一般

   30.06    30.06第一泳者 山下　明梨      

第二泳者 浅川　　楓      

第三泳者 永井　咲帆      

第四泳者 渡邉　琴音      

   29.03    59.09

   30.91  1:30.00

   30.00  2:00.00

ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ   

ｱｻｶﾜ ﾌｳ    

ﾅｶﾞｲ ｻﾎ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ  
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9  2:02.271/4 MESSA （MESSA） 一般

   30.54    30.54第一泳者 鍋田　未夢      

第二泳者 堀江　美祐      

第三泳者 田中　幸希      

第四泳者 兵頭音百花      

   31.53  1:02.07

   31.08  1:33.15

   29.12  2:02.27

ﾅﾍﾞﾀ ﾐﾕ    

ﾎﾘｴ ﾐﾕ     

ﾀﾅｶ ﾕｷ     

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｶ 

10  2:02.552/8 フィッタ松前 （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ） 中学

   30.62    30.62第一泳者 吉田　芽央      

第二泳者 長尾　侑美      

第三泳者 豊田光歌星      

第四泳者 荻山　次美      

   31.30  1:01.92

   31.10  1:33.02

   29.53  2:02.55

ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ    

ﾅｶﾞｵ ﾕﾐ    

ﾄﾖﾀ ﾋｶﾘ    

ｵｷﾞﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ 

11  2:08.101/3 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   31.23    31.23第一泳者 山本　咲良      

第二泳者 山中　紗和      

第三泳者 宮中　彩希      

第四泳者 藤田　涼花      

   32.45  1:03.68

   34.40  1:38.08

   30.02  2:08.10

ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ   

ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ    

ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ   

ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞｶ  

12  2:10.581/2 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝB） 一般

   31.16    31.16第一泳者 神野　桃花      

第二泳者 岡部歩乃佳      

第三泳者 吉田　芽生      

第四泳者 中村　遙花      

   32.39  1:03.55

   34.32  1:37.87

   32.71  2:10.58

ｼﾞﾝﾉ ﾓﾓｶ   

ｵｶﾍﾞ ﾎﾉｶ   

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ    

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ   

13  2:15.191/6 フィッタ松前 （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ） 一般

   34.11    34.11第一泳者 大石　晶夢      

第二泳者 豊田明歩実      

第三泳者 勝木　心晴      

第四泳者 山田　蒼依      

   33.93  1:08.04

   35.04  1:43.08

   32.11  2:15.19

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ   

ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ    

ｶﾂｷ ｺﾊﾙ    

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ   

14  2:38.901/7 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 学童

   38.95    38.95第一泳者 天野　衣音      

第二泳者 大西　紗羅      

第三泳者 大西　未桜      

第四泳者 中田　桃歌      

   35.62  1:14.57

   43.24  1:57.81

   41.09  2:38.90

ｱﾏﾉ ｲｵ     

ｵｵﾆｼ ｻﾗ    

ｵｵﾆｼ ﾐｵ    

ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ    
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