
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３４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  2:11.922/4 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    一般

   31.19    31.19 大会新                  第一泳者 芝　　怜菜     

第二泳者 池内　有彩     

第三泳者 上田　　凛     

第四泳者 上野　琉依     

   38.61  1:09.80

   31.22  1:41.02

   30.90  2:11.92

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ｲｹｳﾁ ｱﾘｻ   

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ    

ｳｴﾉ ﾙｲ     

2  2:16.092/5 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ             （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ    一般

   36.49    36.49第一泳者 釘宮　遥花     

第二泳者 大石　晶夢     

第三泳者 橋田　実和     

第四泳者 豊田明歩実     

   38.80  1:15.29

   29.88  1:45.17

   30.92  2:16.09

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ  

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ   

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ    

ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ    

3  2:19.121/3 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      一般

   34.80    34.80第一泳者 白方　彩恵     

第二泳者 西岡　泉美     

第三泳者 田坂　真唯     

第四泳者 三野　朱音     

   38.62  1:13.42

   34.81  1:48.23

   30.89  2:19.12

ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ   

ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ  

ﾀｻｶ ﾏｲ     

ﾐﾉ ｱｶﾈ     

4  2:21.992/3 フィッタ松山         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    一般

   38.12    38.12第一泳者 窪田　美咲     

第二泳者 清家　美羽     

第三泳者 西岡奈津樹     

第四泳者 藤岡　　凛     

   41.07  1:19.19

   32.16  1:51.35

   30.64  2:21.99

ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ   

ｾｲｹ ﾐｳ     

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ   

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ   

5  2:23.152/7 マコトSC双葉         （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ     一般

   35.61    35.61第一泳者 髙田　夏帆     

第二泳者 伊藤菜々海     

第三泳者 藤原　愛菜     

第四泳者 水田結依子     

   39.41  1:15.02

   38.23  1:53.25

   29.90  2:23.15

ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ    

ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ    

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾅ  

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ   

6  2:27.082/6 八幡浜ＳＣ           （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     一般

   38.67    38.67第一泳者 窪田　明依     

第二泳者 岡本　未来     

第三泳者 井上日菜子     

第四泳者 石井　　和     

   38.43  1:17.10

   38.80  1:55.90

   31.18  2:27.08

ｸﾎﾞﾀ ﾒｲ    

ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ   

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ   

ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ   

7  2:27.882/2 ファイブテン         （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     一般

   40.65    40.65第一泳者 今城　姫桜     

第二泳者 福本　唯芽     

第三泳者 吉田　芽生     

第四泳者 高橋　杏実     

   42.28  1:22.93

   31.18  1:54.11

   33.77  2:27.88

ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ 

ﾌｸﾓﾄ ﾕﾒ    

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ    

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ   

8  2:32.352/1 西条ＳＣ             （ｻｲｼﾞｮｳSC    一般

   38.93    38.93第一泳者 三浦　珠季     

第二泳者 三村　涼葉     

第三泳者 鳥取　実結     

第四泳者 図子　　葵     

   45.42  1:24.35

   35.61  1:59.96

   32.39  2:32.35

ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ    

ﾐﾑﾗ ｽｽﾞﾊ   

ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ   

ｽﾞｼ ｱｵｲ    

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME1/2 ページ



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３４回愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会

9  2:34.521/5 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ    一般

   39.34    39.34第一泳者 丹下　愛萌     

第二泳者 能瀬　平莉     

第三泳者 日野姫花李     

第四泳者 川村　樹杏     

   44.67  1:24.01

   35.13  1:59.14

   35.38  2:34.52

ﾀﾝｹﾞ ｱﾔﾒ   

ﾉｾ ﾋﾗﾘ     

ﾋﾉ ﾋｶﾘ     

ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭｱﾝ 

10  2:38.621/4 Ryuow                （ryuow       一般

   40.57    40.57第一泳者 土井　柚月     

第二泳者 大澤　由芽     

第三泳者 松本　結奈     

第四泳者 渡邊　心暖     

   44.79  1:25.36

   39.35  2:04.71

   33.91  2:38.62

ﾄﾞｲ ﾕﾂﾞｷ   

ｵｵｻﾜ ﾕﾒ    

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲﾅ   

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ  
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