
種目別競技結果
競技No 6.男子  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  2:09.022/4 フィッタ松山B （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 一般

   30.84    30.84 大会新                  第一泳者 窪田　雄斗      

第二泳者 野田旺太郎      

第三泳者 島田　　希      

第四泳者 渡瀬　陽太      

   34.60  1:05.44

   32.20  1:37.64

   31.38  2:09.02

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ   

ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ  

ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ  

ﾜﾀｾ ﾋﾅﾀ    

2  2:13.202/3 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     一般

   32.09    32.09第一泳者 瀬戸　蒼陽      

第二泳者 三河　瀬那      

第三泳者 髙岡　海斗      

第四泳者 玉井　龍弥      

   38.89  1:10.98

   30.64  1:41.62

   31.58  2:13.20

ｾﾄ ｱｵﾔ     

ﾐｶﾜ ｾﾅ     

ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ   

ﾀﾏｲ ﾘｭｳﾔ   

3  2:19.422/2 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ     学童

   36.40    36.40第一泳者 山口　将貴      

第二泳者 町田　夏紀      

第三泳者 安藤　央起      

第四泳者 桧垣　柊一      

   38.00  1:14.40

   34.54  1:48.94

   30.48  2:19.42

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 

ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ   

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ  

ﾋｶﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 

4  2:22.282/6 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ      一般

   35.08    35.08第一泳者 大石　陸斗      

第二泳者 河野　海音      

第三泳者 内田　拓希      

第四泳者 奥田　海人      

   43.09  1:18.17

   31.55  1:49.72

   32.56  2:22.28

ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ   

ｺｳﾉ ｶｲﾄ    

ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ   

ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ   

5  2:23.851/5 フィッタ川江          （ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ     一般

   36.79    36.79第一泳者 内田堅太郎      

第二泳者 寺尾　　大      

第三泳者 岡本　順成      

第四泳者 石川　慶幸      

   41.44  1:18.23

   33.38  1:51.61

   32.24  2:23.85

ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 

ﾃﾗｵ ﾀﾞｲ    

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｾｲ

ｲｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ  

6  2:24.551/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       一般

   37.08    37.08第一泳者 大野孝太郎      

第二泳者 西岡　颯大      

第三泳者 藤本　大勢      

第四泳者 立石　凌翔      

   42.57  1:19.65

   34.90  1:54.55

   30.00  2:24.55

ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ  

ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ   

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ 

ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ  

7  2:25.281/4 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   35.62    35.62第一泳者 長野　　弘      

第二泳者 松浦　海翔      

第三泳者 八木　一真      

第四泳者 神野　大雅      

   39.44  1:15.06

   35.84  1:50.90

   34.38  2:25.28

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ   

ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ   

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾏ   

ｼﾞﾝﾉ ﾀｲｶﾞ  

8  2:25.742/7 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   36.40    36.40第一泳者 大加田元輝      

第二泳者 田島煌大郎      

第三泳者 白瀧　嵩虎      

第四泳者 田中　文也      

   43.18  1:19.58

   36.47  1:56.05

   29.69  2:25.74

ｵｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 

ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 

ｼﾗﾀｷ ﾀｶﾄﾗ  

ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ    
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9  2:27.392/1 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ        一般

   41.46    41.46第一泳者 上川　颯斗      

第二泳者 眞矢大志朗      

第三泳者 呉石　智哉      

第四泳者 谷口　駿成      

   39.77  1:21.23

   32.62  1:53.85

   33.54  2:27.39

ｳｴｶﾜ ﾊﾔﾄ   

ﾏﾔ ﾀﾞｲｼﾛｳ  

ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ   

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ

10  2:29.762/8 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   39.99    39.99第一泳者 安藤　陽輝      

第二泳者 金田　浩聖      

第三泳者 福田　英寿      

第四泳者 藤田　　翔      

   43.21  1:23.20

   33.78  1:56.98

   32.78  2:29.76

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ  

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ   

失格2/5 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ      一般

   34.07    34.07                         第一泳者 世良　智希      

第二泳者 田村想太郎      

第三泳者 加藤　雄大      

第四泳者 山内　寛大      

   38.36  1:12.43

   31.70  1:44.13

********

ｾﾗ ﾄﾓｷ     

ﾀﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ  

ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ   

ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ   
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