
種目別競技結果
競技No 5.女子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第33回愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会

11～12歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:16.47 2/5 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   34.00    34.00第一泳者 河井　　萌      

第二泳者 二神　麻央      

第三泳者 上田　　凛      

第四泳者 芝　　怜菜      

   38.82  1:12.82

   33.77  1:46.59

   29.88  2:16.47

ｶﾜｲ ﾓｴ     

ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ   

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ    

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

2  2:16.921/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   35.00    35.00第一泳者 白方　彩恵      

第二泳者 中野　　優      

第三泳者 高内　七海      

第四泳者 宮内結衣子      

   37.41  1:12.41

   33.92  1:46.33

   30.59  2:16.92

ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ   

ﾅｶﾉ ﾕｳ     

ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ   

ﾐﾔｳﾁ ﾕｲｺ   

3  2:17.91 2/3 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   35.13    35.13第一泳者 前田　唯菜      

第二泳者 宇都宮未来      

第三泳者 戎　　真花      

第四泳者 尾﨑　嘉音      

   42.39  1:17.52

   29.99  1:47.51

   30.40  2:17.91

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ   

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐｸ   

ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ   

ｵｻﾞｷ ｶﾉﾝ   

4  2:19.23 2/6 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ      学童

   38.31    38.31第一泳者 成城　美和      

第二泳者 菅　　百花      

第三泳者 橋田　実和      

第四泳者 釘宮　遥花      

   38.17  1:16.48

   31.40  1:47.88

   31.35  2:19.23

ﾅﾙｷ ﾐﾜ     

ｶﾝ ﾓﾓｶ     

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ    

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ  

5  2:24.16 2/4 フィッタ松山F （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 一般

   37.80    37.80第一泳者 戎森かんな      

第二泳者 藤岡　　凛      

第三泳者 西岡奈津樹      

第四泳者 樋口　澪唯      

   42.28  1:20.08

   31.93  1:52.01

   32.15  2:24.16

ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ 

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ   

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ   

ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ    

6  2:24.38 2/2 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   38.20    38.20第一泳者 井上日菜子      

第二泳者 岡本　未来      

第三泳者 小西　麗愛      

第四泳者 下田　天海      

   42.13  1:20.33

   34.71  1:55.04

   29.34  2:24.38

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ   

ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ   

ｺﾆｼ ﾘｴ     

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ   

7  2:27.58 2/7 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC     学童

   39.18    39.18第一泳者 三村明日香      

第二泳者 浅木あすか      

第三泳者 安部向日葵      

第四泳者 石川さくら      

   44.90  1:24.08

   32.61  1:56.69

   30.89  2:27.58

ﾐﾑﾗ ｱｽｶ    

ｱｻｷﾞ ｱｽｶ   

ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ    

ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ   

8  2:28.821/4 フィッタ川江          （ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ     学童

   35.93    35.93第一泳者 内田　花埜      

第二泳者 長野　愛椛      

第三泳者 森安　千夏      

第四泳者 堺井　絢三      

   44.35  1:20.28

   35.16  1:55.44

   33.38  2:28.82

ｳﾁﾀﾞ ｶﾉ    

ﾅｶﾞﾉ ﾏﾅｶ   

ﾓﾘﾔｽ ﾁﾅﾂ   

ｻｶｲ ｱﾔﾐ    
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9  2:32.901/5 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      一般

   38.60    38.60第一泳者 水田結依子      

第二泳者 伊藤菜々海      

第三泳者 別府　彩羽      

第四泳者 廣瀬　真菜      

   43.98  1:22.58

   34.14  1:56.72

   36.18  2:32.90

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ   

ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ    

ﾍﾞｯﾌﾟ ｲﾛﾊ  

ﾋﾛｾ ﾏﾅ     

10  2:37.18 2/1 南海朝生田            （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ     一般                            

   36.61    36.61                         第一泳者 井上　幸乃      

第二泳者 戸田　奏南      

第三泳者 越智　桃乃      

第四泳者 松林　美杏      

   47.39  1:24.00

   38.18  2:02.18

   35.00  2:37.18

ｲﾉｳｴ ｻﾁﾉ   

ﾄﾀﾞ ｶﾅﾝ    

ｵﾁ ﾓﾓﾉ     

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｱﾝ 

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME2/2 ページ


