
種目別競技結果
競技No 2.男子  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  1:38.613/4 南海朝生田 （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ） 高校

   22.97    22.97第一泳者 今城　拓海      

第二泳者 田口　彼威      

第三泳者 宇都宮蒼史      

第四泳者 増田　頼人      

   24.79    47.76

   24.97  1:12.73

   25.88  1:38.61

ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 

ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ   

ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ  

ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ   

2  1:40.293/3 石原ＳＣ （ｲｼﾊﾗ） 高校

   25.24    25.24第一泳者 薬師寺康輔      

第二泳者 横田　悠樹      

第三泳者 曽我部望晏      

第四泳者 大内　一晟      

   24.74    49.98

   25.63  1:15.61

   24.68  1:40.29

ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ 

ﾖｺﾀ ﾕｳｷ    

ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ   

ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ  

3  1:42.083/5 南海ＤＣ （ﾅﾝｶｲDC） 一般

   25.36    25.36第一泳者 濱家　隆佑      

第二泳者 福永　竜星      

第三泳者 石﨑慎之介      

第四泳者 大橋　海斗      

   25.48    50.84

   26.12  1:16.96

   25.12  1:42.08

ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ 

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ

ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ   

4  1:42.352/4 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 一般

   24.64    24.64第一泳者 芝　　祐誠      

第二泳者 三宅　克明      

第三泳者 松本　海璃      

第四泳者 奥本　陽葵      

   27.08    51.72

   26.03  1:17.75

   24.60  1:42.35

ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ   

ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ   

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ   

ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ   

5  1:43.663/6 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   25.64    25.64第一泳者 谷山　　悠      

第二泳者 清家　　宙      

第三泳者 大福　樹生      

第四泳者 宮中　悠希      

   26.28    51.92

   26.26  1:18.18

   25.48  1:43.66

ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ   

ｾｲｹ ｿﾗ     

ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ   

ﾐﾔﾅｶ ﾕｳｷ   

6  1:43.963/7 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA） 一般

   26.01    26.01第一泳者 伊藤　　駿      

第二泳者 北岡　玲男      

第三泳者 白石　　海      

第四泳者 藤林　颯杜      

   26.44    52.45

   26.74  1:19.19

   24.77  1:43.96

ｲﾄｳ ｼｭﾝ    

ｷﾀｵｶ ﾚｵ    

ｼﾗｲｼ ｶｲ    

ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ

7  1:44.083/1 石原ＳＣ （ｲｼﾊﾗ） 一般

   26.17    26.17第一泳者 花山　虹介      

第二泳者 友澤　雅崇      

第三泳者 三好　　凜      

第四泳者 廣川勇太郎      

   25.15    51.32

   25.99  1:17.31

   26.77  1:44.08

ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ  

ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 

ﾐﾖｼ ﾘﾝ     

ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 

8  1:44.523/8 MESSA （MESSA） 高校

   26.53    26.53第一泳者 福岡　威人      

第二泳者 薬師寺柊太      

第三泳者 森﨑　智也      

第四泳者 二宮龍之輔      

   27.00    53.53

   26.40  1:19.93

   24.59  1:44.52

ﾌｸｵｶ ﾀｹﾄ   

ﾔｸｼｼﾞ ｼｭｳﾀ 

ﾓﾘｻｷ ﾄﾓﾔ   

ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ
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9  1:45.462/5 コミュニティ （ｺﾐｭﾆﾃｨ） 中学

   26.50    26.50第一泳者 山﨑　太陽      

第二泳者 檜垣　碧位      

第三泳者 大加田　凌      

第四泳者 有田　羽瑠      

   25.56    52.06

   26.87  1:18.93

   26.53  1:45.46

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 

ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ   

ｵｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ  

ｱﾘﾀ ﾊﾙ     

10  1:46.252/3 Z-UP （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ） 高校

   26.74    26.74第一泳者 田村倫太郎      

第二泳者 山口　尚秀      

第三泳者 廣瀬　寛人      

第四泳者 世良　俊仁      

   25.74    52.48

   25.89  1:18.37

   27.88  1:46.25

ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾃﾞ

ﾋﾛｾ ｶﾝﾄ    

ｾﾗ ｼｭﾝｼﾞ   

11  1:46.803/2 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   25.93    25.93第一泳者 下田　　嶺      

第二泳者 谷村　大樹      

第三泳者 太田　拓夢      

第四泳者 市川　　薫      

   27.97    53.90

   27.66  1:21.56

   25.24  1:46.80

ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ   

ﾀﾆﾑﾗ ﾀﾞｲｷ  

ｵｵﾀ ﾀｸﾑ    

ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ   

12  1:48.712/6 フィッタ松前 （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ） 一般

   27.11    27.11第一泳者 津田　颯希      

第二泳者 隅田　晴彦      

第三泳者 大西　陽翔      

第四泳者 江﨑　隼人      

   26.79    53.90

   27.62  1:21.52

   27.19  1:48.71

ﾂﾀﾞ ｿｳｷ    

ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ  

ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ   

ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾄ   

13  1:54.572/2 フィッタ重信 （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ） 一般

   26.79    26.79第一泳者 松下　空雅      

第二泳者 冬木　優祈      

第三泳者 向居　大晴      

第四泳者 矢野　隼一      

   29.99    56.78

   30.01  1:26.79

   27.78  1:54.57

ﾏﾂｼﾀ ｸｳｶﾞ  

ﾌﾕｷ ﾏｻｷ    

ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ   

ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ  

14  1:57.852/7 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 中学

   26.76    26.76第一泳者 宮中　元輝      

第二泳者 呉石　智哉      

第三泳者 後藤　舜介      

第四泳者 竹井　優雅      

   30.67    57.43

   29.92  1:27.35

   30.50  1:57.85

ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ  

ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ   

ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 

ﾀｹｲ ﾕｳｶﾞ   

15  2:02.981/4 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝB） 一般

   29.75    29.75第一泳者 八重樫滉平      

第二泳者 山口　　空      

第三泳者 佐藤　　航      

第四泳者 内田明日翔      

   28.63    58.38

   30.62  1:29.00

   33.98  2:02.98

ﾔｴｶﾞｼ ｺｳﾍｲ 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ   

ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ    

ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ   

16  2:13.291/5 フィッタ重信 （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ） 一般

   30.07    30.07第一泳者 北原　大裕      

第二泳者 伊藤　遼人      

第三泳者 加地　優那      

第四泳者 村上　夏輝      

   33.95  1:04.02

   33.75  1:37.77

   35.52  2:13.29

ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 

ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ    

ｶｼﾞ ﾕｳﾅ    

ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂｷ   
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17  2:15.261/3 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   33.47    33.47第一泳者 谷口　駿成      

第二泳者 小原　知也      

第三泳者 大塚　慶希      

第四泳者 眞矢大志朗      

   35.72  1:09.19

   36.42  1:45.61

   29.65  2:15.26

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ

ｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ    

ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ   

ﾏﾔ ﾀﾞｲｼﾛｳ  
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