
種目別競技結果
競技No 7.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

10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:23.482/4 フィッタ松山 （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 小学 大会新

   36.66    36.66第一泳者 高山　結衣

第二泳者 大谷　心咲

第三泳者 吉田　千暁

第四泳者 濱　さくら

   40.35  1:17.01

   33.63  1:50.64

   32.84  2:23.48

ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ

ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ

ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ

ﾊﾏ ｻｸﾗ

2  2:36.602/5 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 小学

   41.91    41.91第一泳者 武嶋美里亜

第二泳者 山田優里也

第三泳者 岡本　望愛

第四泳者 石村　思穏

   44.32  1:26.23

   39.41  2:05.64

   30.96  2:36.60

ﾀｹｼﾏ ﾐﾘｱ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ

ｵｶﾓﾄ ﾓｱ

ｲｼﾑﾗ ｼｵﾝ

3  2:41.782/7 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 一般

   44.39    44.39第一泳者 河井　美優

第二泳者 田村　　菫

第三泳者 髙岡　美空

第四泳者 秀野　　葵

   46.52  1:30.91

   36.11  2:07.02

   34.76  2:41.78

ｶﾜｲ ﾐﾕ

ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ

ﾀｶｵｶ ﾐｸ

ｼｭｳﾉ ｱｵｲ

4  2:42.771/3 南海ＤＣ （ﾅﾝｶｲDC） 一般

   37.92    37.92第一泳者 伊須　彩葉

第二泳者 藤井　里歩

第三泳者 和田菜々実

第四泳者 田口　幸奈

   45.50  1:23.42

   42.01  2:05.43

   37.34  2:42.77

ｲｽ ｲﾛﾊ

ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ

ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ

ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ

5  2:47.712/6 Ryuow （ryuow） 一般

   43.59    43.59第一泳者 上田こはる

第二泳者 菊地　希実

第三泳者 岡田ひなた

第四泳者 京森　和花

   49.78  1:33.37

   41.77  2:15.14

   32.57  2:47.71

ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ

ｷｸﾁ ﾉｿﾞﾐ

ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ

ｷｮｳﾓﾘ ﾜｶ

6  2:47.842/3 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   42.93    42.93第一泳者 宇都宮由奈

第二泳者 大西　未桜

第三泳者 中田　桃歌

第四泳者 天野　衣音

   48.15  1:31.08

   41.67  2:12.75

   35.09  2:47.84

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ

ｵｵﾆｼ ﾐｵ

ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ

ｱﾏﾉ ｲｵ

7  2:48.492/2 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   47.36    47.36第一泳者 細川　美海

第二泳者 藤田　真央

第三泳者 星田　京美

第四泳者 二宮　花音

   44.87  1:32.23

   36.24  2:08.47

   40.02  2:48.49

ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ

ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ

8  2:49.072/1 マコトSC双葉 （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ） 小学

   44.63    44.63第一泳者 杉本　奈月

第二泳者 長井凜々花

第三泳者 濵田　瑠美

第四泳者 門岡　春花

   50.49  1:35.12

   39.21  2:14.33

   34.74  2:49.07

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ

ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ

ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾐ

ｶﾄﾞｵｶ ﾊﾙｶ
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9  3:08.211/4 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ） 一般

   47.49    47.49第一泳者 能瀬　愛歩

第二泳者 伊藤かすみ

第三泳者 佐々木悠良

第四泳者 能瀬　奏歩

   57.09  1:44.58

   43.08  2:27.66

   40.55  3:08.21

ﾉｾ ﾏﾅﾐ

ｲﾄｳ ｶｽﾐ

ｻｻｷ ﾕﾗ

ﾉｾ ｶﾅﾐ

10  3:10.191/5 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ） 一般

   43.12    43.12第一泳者 萩野　由菜

第二泳者 忽那　風香

第三泳者 黒田　　菫

第四泳者 森實　乃愛

   56.35  1:39.47

   48.46  2:27.93

   42.26  3:10.19

ﾊｷﾞﾉ ﾕﾅ

ｸﾂﾅ ﾌｳｶ

ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ

ﾓﾘｻﾞﾈ ﾉｱ
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