
種目別競技結果
競技No: 40.女子  200m リレー   予選

第8回愛媛県ＣＡＴＶカップ水泳競技大会

小学３・４年生
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:15.482/6 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童

   32.20    32.20第一泳者 大塚みらい      

第二泳者 三河　琉伽      

第三泳者 髙岡　美空      

第四泳者 池田　昂生      

   35.12  1:07.32

   35.07  1:42.39

   33.09  2:15.48

ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ   

ﾐｶﾜ ﾙｶ     

ﾀｶｵｶ ﾐｸ    

ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ  

2  2:16.922/5 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    学童

   35.56    35.56第一泳者 高岡　大珂      

第二泳者 近藤　了聖      

第三泳者 吉田　千暁      

第四泳者 大谷　心咲      

   34.38  1:09.94

   32.99  1:42.93

   33.99  2:16.92

ﾀｶｵｶ ﾀｲｶﾞ  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ

ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ   

ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ   

3  2:22.942/2 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   34.32    34.32第一泳者 土居　陸翔      

第二泳者 山田優里也      

第三泳者 藤田　莉帆      

第四泳者 二宮蒼志郎      

   35.95  1:10.27

   36.24  1:46.51

   36.43  2:22.94

ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ    

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ   

ﾌｼﾞﾀ ﾘﾎ    

ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ 

4  2:24.582/7 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ     学童

   31.39    31.39第一泳者 青野　　空      

第二泳者 髙田　夏帆      

第三泳者 佐藤凛汰朗      

第四泳者 森　　優月      

   33.17  1:04.56

   35.66  1:40.22

   44.36  2:24.58

ｱｵﾉ ｿﾗ     

ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ    

ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ  

ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ    

5  2:26.622/1 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC    学童

   34.97    34.97第一泳者 野川　　陸      

第二泳者 山内　香音      

第三泳者 三村　涼葉      

第四泳者 塩出　大剛      

   38.62  1:13.59

   37.58  1:51.17

   35.45  2:26.62

ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ    

ﾔﾏｳﾁ ｶﾉﾝ   

ﾐﾑﾗ ｽｽﾞﾊ   

ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 

6  2:28.372/8 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ     学童

   35.46    35.46第一泳者 兵頭虎太朗      

第二泳者 大石　陵雅      

第三泳者 中矢　歩結      

第四泳者 勝木　心晴      

   37.02  1:12.48

   39.41  1:51.89

   36.48  2:28.37

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ 

ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ    

ｶﾂｷ ｺﾊﾙ    

7  2:28.421/6 ｴﾘｴｰﾙSRT              （ESRT        学童

   36.48    36.48第一泳者 篠原　正成      

第二泳者 中田　陸翔      

第三泳者 内田　侑花      

第四泳者 小椋　萌可      

   37.41  1:13.89

   36.65  1:50.54

   37.88  2:28.42

ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｼｹﾞ 

ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ    

ｳﾁﾀﾞ ﾕｶ    

ｵｸﾞﾗ ﾓｶ    

8  2:28.441/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC      学童

   34.27    34.27第一泳者 小野　寛生      

第二泳者 藤井　里歩      

第三泳者 越智心桜莉      

第四泳者 立石　陽大      

   39.03  1:13.30

   40.92  1:54.22

   34.22  2:28.44

ｵﾉ ｶﾝｾｲ    

ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ    

ｵﾁ ﾐｵﾘ     

ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ   
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9  2:28.771/5 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ    学童

   34.26    34.26第一泳者 真鍋　千賢      

第二泳者 森田　淳夢      

第三泳者 星田　京美      

第四泳者 木村　倖彩      

   35.10  1:09.36

   36.36  1:45.72

   43.05  2:28.77

ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ   

ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ    

ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ   

ｷﾑﾗ ｻｱﾔ    

10  2:29.571/2 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予           （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ    学童

   35.53    35.53第一泳者 白石　和士      

第二泳者 日野姫花李      

第三泳者 川村　樹杏      

第四泳者 石原孝太郎      

   37.00  1:12.53

   40.39  1:52.92

   36.65  2:29.57

ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ  

ﾋﾉ ﾋｶﾘ     

ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭｱﾝ 

ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 

11  2:31.532/3 コナミ松山            （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ     学童

   35.90    35.90第一泳者 村田　　楓      

第二泳者 奈良　孟拓      

第三泳者 森川　絵理      

第四泳者 橋本　夢実      

   35.43  1:11.33

   39.29  1:50.62

   40.91  2:31.53

ﾑﾗﾀ ｶｴﾃﾞ   

ﾅﾗ ﾀｹﾋﾛ    

ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ    

ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ  

12  2:34.731/4 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     学童

   36.17    36.17第一泳者 藤田　真央      

第二泳者 今城　姫桜      

第三泳者 藤原　大智      

第四泳者 一井　克斗      

   36.75  1:12.92

   38.67  1:51.59

   43.14  2:34.73

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ    

ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ 

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 

ｲﾁｲ ｶﾂﾄ    

13  2:35.891/1 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ       学童

   43.16    43.16第一泳者 朝雲　美弥      

第二泳者 菊池　虎男      

第三泳者 玉井　淳規      

第四泳者 大西　紗羅      

   37.18  1:20.34

   39.75  2:00.09

   35.80  2:35.89

ｱｻｸﾓ ﾐﾐ    

ｷｸﾁ ｺﾅﾝ    

ﾀﾏｲ ｱﾂｷ    

ｵｵﾆｼ ｻﾗ    

14  2:41.132/4 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ    学童

   43.20    43.20第一泳者 柏田　萌菜      

第二泳者 畠下　魁翔      

第三泳者 金谷　奈桜      

第四泳者 山﨑　創太      

   36.93  1:20.13

   46.34  2:06.47

   34.66  2:41.13

ｶｼﾜﾀﾞ ﾓｴﾅ  

ﾊﾀｼﾀ ｶｲﾄ   

ｶﾅﾀﾆ ﾅｵ    

ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ   

15  2:44.101/8 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ     学童

   35.59    35.59第一泳者 菊山　雄大      

第二泳者 文田　愛心      

第三泳者 渡邉　純平      

第四泳者 濵田　瑠美      

   36.29  1:11.88

   47.29  1:59.17

   44.93  2:44.10

ｷｸﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 

ﾌﾞﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍ

ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾐ    

16  2:46.141/7 石原ＳＣ              （ｲｼﾊﾗ        学童

   37.87    37.87第一泳者 兵頭　まい      

第二泳者 山本　隆成      

第三泳者 和田　悠愛      

第四泳者 松本　暁輝      

   44.39  1:22.26

   43.44  2:05.70

   40.44  2:46.14

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲ  

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 

ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾙ    

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ    
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