
種目別競技結果
競技No 8.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

10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:34.832/6 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   40.19    40.19第一泳者 三河　琉伽      

第二泳者 森田　碧音      

第三泳者 池田　昂生      

第四泳者 荒木　颯斗      

   42.21  1:22.40

   37.33  1:59.73

   35.10  2:34.83

ﾐｶﾜ ﾙｶ     

ﾓﾘﾀ ｱｵﾄ    

ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ    

2  2:35.352/5 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ     学童

   41.40    41.40第一泳者 近藤　優大      

第二泳者 石山　千吏      

第三泳者 山﨑　創太      

第四泳者 畠下　魁翔      

   42.39  1:23.79

   35.82  1:59.61

   35.74  2:35.35

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

ｲｼﾔﾏ ｾﾝﾘ   

ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ   

ﾊﾀｼﾀ ｶｲﾄ   

3  2:36.602/3 フィッタ松山A （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 学童

   39.58    39.58第一泳者 近藤　了聖      

第二泳者 岡﨑　一彗      

第三泳者 駄場　匠介      

第四泳者 石川　智暉      

   44.85  1:24.43

   37.74  2:02.17

   34.43  2:36.60

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ

ｵｶｻﾞｷ ｲｯｾｲ 

ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ 

ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ   

4  2:38.662/4 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ     学童

   41.54    41.54第一泳者 山内　遥哉      

第二泳者 真鍋　千賢      

第三泳者 渡部　隼斗      

第四泳者 森田　淳夢      

   45.88  1:27.42

   37.04  2:04.46

   34.20  2:38.66

ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾔ   

ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ   

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ  

ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ    

5  2:41.742/2 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   40.88    40.88第一泳者 前田　天希      

第二泳者 櫻井　理道      

第三泳者 大西　敦也      

第四泳者 井関　　煌      

   42.86  1:23.74

   37.25  2:00.99

   40.75  2:41.74

ﾏｴﾀﾞ ﾃﾝｷ   

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾐﾁ  

ｵｵﾆｼ ｱﾂﾔ   

ｲｾｷ ｷﾗ     

6  2:42.071/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   39.37    39.37第一泳者 小野　寛生      

第二泳者 永田　　空      

第三泳者 立石　陽大      

第四泳者 宮内啓士郎      

   47.99  1:27.36

   37.91  2:05.27

   36.80  2:42.07

ｵﾉ ｶﾝｾｲ    

ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ    

ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ   

ﾐﾔｳﾁ ｹｲｼﾛｳ 

7  2:46.902/1 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC     学童

   44.48    44.48第一泳者 三宅　裕貴      

第二泳者 三宅　海士      

第三泳者 加藤　　煌      

第四泳者 塩出　大剛      

   47.26  1:31.74

   41.08  2:12.82

   34.08  2:46.90

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ    

ﾐﾔｹ ｶｲﾄ    

ｶﾄｳ ｺｳ     

ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 

8  2:52.921/4 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   39.67    39.67第一泳者 青野　　空      

第二泳者 伊藤龍太郎      

第三泳者 佐藤凛汰朗      

第四泳者 麻生　涼介      

   49.25  1:28.92

   42.48  2:11.40

   41.52  2:52.92

ｱｵﾉ ｿﾗ     

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 

ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ  

ｱｿｳ ﾘｮｳｽｹ  
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失格2/7 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ      学童

   42.45    42.45                         第一泳者 大森　統也      

第二泳者 大石　陵雅      

第三泳者 谷　　琉成      

第四泳者 兵頭虎太朗      

********

        

        

ｵｵﾓﾘ ﾄｳﾔ   

ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ 

ﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ   

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

失格1/5 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   49.24    49.24                         第一泳者 森田　碧星      

第二泳者 向井　蒼空      

第三泳者 佐藤　　光      

第四泳者 山口　右京      

   51.83  1:41.07

********

        

ﾓﾘﾀ ｿﾗ     

ﾑｶｲ ｿﾗ     

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ    

ﾔﾏｸﾞﾁ ｳｷｮｳ 
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