
種目別競技結果
競技No: 41.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５・６年生
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  1:59.203/5 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ      学童 県学童新                  

   28.32    28.32第一泳者 戎　　真花      

第二泳者 前田　唯菜      

第三泳者 田中　文也      

第四泳者 大加田元輝      

   28.75    57.07

   30.58  1:27.65

   31.55  1:59.20

ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ   

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ   

ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ    

ｵｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 

2  2:01.543/7 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童

   30.19    30.19第一泳者 芝　　怜菜      

第二泳者 玉井　龍弥      

第三泳者 河井　　萌      

第四泳者 瀬戸　蒼陽      

   32.32  1:02.51

   29.69  1:32.20

   29.34  2:01.54

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ﾀﾏｲ ﾘｭｳﾔ   

ｶﾜｲ ﾓｴ     

ｾﾄ ｱｵﾔ     

3  2:03.263/6 コナミ松山            （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ     学童

   30.36    30.36第一泳者 野木こころ      

第二泳者 森川　　潤      

第三泳者 大西　美憂      

第四泳者 羽田野颯太      

   30.32  1:00.68

   31.53  1:32.21

   31.05  2:03.26

ﾉｷﾞ ｺｺﾛ    

ﾓﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝ  

ｵｵﾆｼ ﾐﾕ    

ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ    

4  2:04.733/3 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    学童

   31.16    31.16第一泳者 坪内　聰典      

第二泳者 戎森かんな      

第三泳者 清家　美羽      

第四泳者 野田旺太郎      

   30.53  1:01.69

   32.35  1:34.04

   30.69  2:04.73

ﾂﾎﾞｳﾁ ｿｳｽｹ 

ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ 

ｾｲｹ ﾐｳ     

ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ  

5  2:05.273/2 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ     学童

   30.15    30.15第一泳者 山内　寛大      

第二泳者 山本　彩実      

第三泳者 伊藤有瑠羽      

第四泳者 加藤　雄大      

   31.32  1:01.47

   32.31  1:33.78

   31.49  2:05.27

ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ   

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ    

ｲﾄｳ ｳﾙﾊ    

ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ   

6  2:05.643/8 フィッタ松前          （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ     学童

   31.37    31.37第一泳者 橋田　実和      

第二泳者 成城　美和      

第三泳者 奥田　海人      

第四泳者 内田　拓希      

   31.52  1:02.89

   33.53  1:36.42

   29.22  2:05.64

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ    

ﾅﾙｷ ﾐﾜ     

ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ   

ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ   

7  2:06.732/4 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC    学童

   31.46    31.46第一泳者 石川さくら      

第二泳者 藤田　颯斗      

第三泳者 野口　雄矢      

第四泳者 安部向日葵      

   31.68  1:03.14

   32.70  1:35.84

   30.89  2:06.73

ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ   

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ   

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ   

ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ    

8  2:07.183/1 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   32.06    32.06第一泳者 泉　慎之介      

第二泳者 小西　麗愛      

第三泳者 浅井創太朗      

第四泳者 下田　天海      

   33.45  1:05.51

   31.97  1:37.48

   29.70  2:07.18

ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 

ｺﾆｼ ﾘｴ     

ｱｻｲ ｿｳﾀﾛｳ  

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ   
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9  2:08.102/6 石原ＳＣ              （ｲｼﾊﾗ        学童

   32.60    32.60第一泳者 細川みなみ      

第二泳者 宇田　　光      

第三泳者 上甲　涼帆      

第四泳者 竹永　悠人      

   34.07  1:06.67

   31.75  1:38.42

   29.68  2:08.10

ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ   

ｳﾀﾞ ﾋｶﾙ    

ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ

ﾀｹﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ  

10  2:09.642/5 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC      学童

   30.80    30.80第一泳者 中野　　優      

第二泳者 大野孝太郎      

第三泳者 西岡　颯大      

第四泳者 高内　七海      

   32.91  1:03.71

   34.57  1:38.28

   31.36  2:09.64

ﾅｶﾉ ﾕｳ     

ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ  

ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ   

ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ   

11  2:11.312/1 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ     学童

   31.78    31.78第一泳者 長野　　弘      

第二泳者 水田結依子      

第三泳者 松浦　海翔      

第四泳者 宇髙　聖奈      

   31.48  1:03.26

   32.35  1:35.61

   35.70  2:11.31

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ   

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ   

ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ   

ｳﾀﾞｶ ｾｲﾅ   

12  2:13.222/3 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     学童

   31.74    31.74第一泳者 福田　英寿      

第二泳者 吉田　芽生      

第三泳者 澤井　千紘      

第四泳者 金田　浩聖      

   35.02  1:06.76

   36.49  1:43.25

   29.97  2:13.22

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ    

ｻﾜｲ ﾁﾋﾛ    

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ  

13  2:13.422/7 Ryuow                 （ryuow       学童

   32.67    32.67第一泳者 福本　歩夢      

第二泳者 土井　柚月      

第三泳者 前田明日香      

第四泳者 東灘　空良      

   35.32  1:07.99

   35.41  1:43.40

   30.02  2:13.42

ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾑ   

ﾄﾞｲ ﾕﾂﾞｷ   

ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ   

ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ ｿﾗ 

14  2:14.461/4 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予           （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ    学童

   31.13    31.13第一泳者 越智　海季      

第二泳者 越智　　渉      

第三泳者 丹下　愛萌      

第四泳者 渡部　　蓮      

   33.85  1:04.98

   35.51  1:40.49

   33.97  2:14.46

ｵﾁ ﾐｽﾞｷ    

ｵﾁ ﾜﾀﾙ     

ﾀﾝｹﾞ ｱﾔﾒ   

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ   

15  2:14.562/2 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ       学童

   33.76    33.76第一泳者 谷口　駿成      

第二泳者 山中　紗和      

第三泳者 石井　　和      

第四泳者 上川　颯斗      

   32.56  1:06.32

   33.33  1:39.65

   34.91  2:14.56

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ

ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ    

ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ   

ｳｴｶﾜ ﾊﾔﾄ   

16  2:17.302/8 フィッタ川江          （ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ    学童

   32.30    32.30第一泳者 内田　花埜      

第二泳者 川崎　力輝      

第三泳者 森安　千夏      

第四泳者 石川　慶幸      

   36.38  1:08.68

   34.63  1:43.31

   33.99  2:17.30

ｳﾁﾀﾞ ｶﾉ    

ｶﾜｻｷ ﾘｷ    

ﾓﾘﾔｽ ﾁﾅﾂ   

ｲｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ  
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17  2:18.053/4 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ    学童

   33.00    33.00第一泳者 中野　瑞菜      

第二泳者 清家　航平      

第三泳者 徳永　莉子      

第四泳者 小池蔵乃丞      

   34.47  1:07.47

   36.97  1:44.44

   33.61  2:18.05

ﾅｶﾉ ﾐｽﾞﾅ   

ｾｲｹ ｺｳﾍｲ   

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｺ   

ｺｲｹ ｸﾗﾉｽｹ  

18  2:19.871/6 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ    学童

   30.85    30.85第一泳者 天川谷美宙      

第二泳者 町田　夏紀      

第三泳者 安藤　央起      

第四泳者 越智　華音      

   31.52  1:02.37

   31.19  1:33.56

   46.31  2:19.87

ｱﾏｶﾜﾔ ﾁｭﾗ  

ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ   

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ  

ｵﾁ ｶﾉﾝ     

19  2:24.461/5 MESSA                 （MESSA       学童

   35.09    35.09第一泳者 清水　瑛透      

第二泳者 西岡　飛羽      

第三泳者 土井　楓星      

第四泳者 土居　夢奈      

   34.95  1:10.04

   33.10  1:43.14

   41.32  2:24.46

ｼﾐｽﾞ ｴｲｽｹ  

ﾆｼｵｶ ﾋｭｳ   

ﾄﾞｲ ｶｴﾗ    

ﾄﾞｲ ﾕｳﾅ    

20  2:24.481/3 フィッタ重信          （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ    学童

   33.02    33.02第一泳者 名智　　馨      

第二泳者 倉田　紬世      

第三泳者 山内　悠莉      

第四泳者 北原　大裕      

   39.12  1:12.14

   41.77  1:53.91

   30.57  2:24.48

ﾅﾁ ｶｵﾙ     

ｸﾗﾀ ﾁｾ     

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾘ   

ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 
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