
種目別競技結果
競技No 40.女子  200m リレー   予選

第9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  2:15.383/5 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   35.60    35.60第一泳者 辻田　裕真      

第二泳者 駄場　匠介      

第三泳者 高山　結衣      

第四泳者 吉田　千暁      

   35.74  1:11.34

   32.17  1:43.51

   31.87  2:15.38

ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾏ    

ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ  

ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ     

ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ    

2  2:17.703/4 ｴﾘｴｰﾙSRT              （ESRT         学童

   34.63    34.63第一泳者 久保翔太郎      

第二泳者 中田　陸翔      

第三泳者 内田　侑花      

第四泳者 小椋　萌可      

   33.93  1:08.56

   34.54  1:43.10

   34.60  2:17.70

ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  

ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ     

ｳﾁﾀﾞ ﾕｶ     

ｵｸﾞﾗ ﾓｶ     

3  2:20.343/7 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   36.02    36.02第一泳者 田村　　菫      

第二泳者 伊藤　諒成      

第三泳者 小笠原優希      

第四泳者 髙岡　美空      

   34.94  1:10.96

   36.38  1:47.34

   33.00  2:20.34

ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ     

ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ   

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ  

ﾀｶｵｶ ﾐｸ     

4  2:21.983/6 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   31.23    31.23第一泳者 佐藤凛汰朗      

第二泳者 山田　睦己      

第三泳者 濵田　瑠美      

第四泳者 長井凜々花      

   34.36  1:05.59

   36.96  1:42.55

   39.43  2:21.98

ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ   

ﾔﾏﾀﾞ ﾑﾂｷ    

ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾐ     

ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ    

5  2:24.442/5 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   34.06    34.06第一泳者 山田優里也      

第二泳者 岡本　望愛      

第三泳者 大谷　星悟      

第四泳者 井関　浩雅      

   35.51  1:09.57

   38.72  1:48.29

   36.15  2:24.44

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ    

ｵｶﾓﾄ ﾓｱ     

ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ  

ｲｾｷ ｺｳｶﾞ    

6  2:26.443/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   35.87    35.87第一泳者 髙橋　昂大      

第二泳者 越智心桜莉      

第三泳者 永田　　空      

第四泳者 伊須　彩葉      

   38.09  1:13.96

   36.63  1:50.59

   35.85  2:26.44

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ    

ｵﾁ ﾐｵﾘ      

ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ     

ｲｽ ｲﾛﾊ      

6  2:26.442/4 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   34.25    34.25第一泳者 藤田　真央      

第二泳者 星田　京美      

第三泳者 一井　克斗      

第四泳者 大滝　陽平      

   34.42  1:08.67

   37.69  1:46.36

   40.08  2:26.44

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ     

ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ    

ｲﾁｲ ｶﾂﾄ     

ｵｵﾀｷ ﾖｳﾍｲ   

8  2:27.683/1 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC     学童

   33.54    33.54第一泳者 塩出　大剛      

第二泳者 石川　葉月      

第三泳者 川上　　藍      

第四泳者 三宅　裕貴      

   38.92  1:12.46

   39.77  1:52.23

   35.45  2:27.68

ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ  

ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ   

ｶﾜｶﾐ ｱｲ     

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ     
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9  2:29.173/8 Ryuow                 （ryuow        学童

   33.99    33.99第一泳者 井上　雄斗      

第二泳者 上田こはる      

第三泳者 岡田ひなた      

第四泳者 井上　幹雄      

   37.23  1:11.22

   38.21  1:49.43

   39.74  2:29.17

ｲﾉｳｴ ﾀｹﾄ    

ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ    

ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ    

ｲﾉｳｴ ﾐｷｵ    

10  2:29.332/6 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ              （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     学童

   44.95    44.95第一泳者 内藤　結華      

第二泳者 萩野　由菜      

第三泳者 忽那　海音      

第四泳者 兵頭虎太朗      

   37.72  1:22.67

   33.59  1:56.26

   33.07  2:29.33

ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ    

ﾊｷﾞﾉ ﾕﾅ     

ｸﾂﾅ ｶｲﾄ     

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ 

11  2:36.811/3 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予           （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ     学童

   32.89    32.89第一泳者 白石　和士      

第二泳者 宇佐美弥市      

第三泳者 能瀬　奏歩      

第四泳者 佐々木悠良      

   39.57  1:12.46

   42.78  1:55.24

   41.57  2:36.81

ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾄ   

ｳｻﾐ ﾔｲﾁ     

ﾉｾ ｶﾅﾐ      

ｻｻｷ ﾕﾗ      

12  2:38.412/7 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   33.10    33.10第一泳者 前田　天希      

第二泳者 井関　　煌      

第三泳者 森田　皐月      

第四泳者 檜垣　瑠花      

   39.64  1:12.74

   44.06  1:56.80

   41.61  2:38.41

ﾏｴﾀﾞ ﾃﾝｷ    

ｲｾｷ ｷﾗ      

ﾓﾘﾀ ｻﾂｷ     

ﾋｶﾞｷ ﾙｶ     

13  2:38.432/3 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ        学童

   37.07    37.07第一泳者 玉井　淳規      

第二泳者 天野　衣音      

第三泳者 中田　桃歌      

第四泳者 菊池　瑛太      

   37.38  1:14.45

   40.41  1:54.86

   43.57  2:38.43

ﾀﾏｲ ｱﾂｷ     

ｱﾏﾉ ｲｵ      

ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ     

ｷｸﾁ ｴｲﾀ     

14  2:42.851/5 フィッタ新居浜        （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ     学童

   35.78    35.78第一泳者 伊藤　夏樹      

第二泳者 木村　倖彩      

第三泳者 片岡　咲貴      

第四泳者 後藤　謙斗      

   40.00  1:15.78

   45.34  2:01.12

   41.73  2:42.85

ｲﾄｳ ﾅﾂｷ     

ｷﾑﾗ ｻｱﾔ     

ｶﾀｵｶ ｻｷ     

ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾄ    

15  2:43.292/1 Z-UP                  （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ      学童

   37.79    37.79第一泳者 森　　大空      

第二泳者 越智　郁斗      

第三泳者 森　　天乃      

第四泳者 河原　ゆき      

   41.47  1:19.26

   40.43  1:59.69

   43.60  2:43.29

ﾓﾘ ﾀﾞｲｱ     

ｵﾁ ｲｸﾄ      

ﾓﾘ ｱﾏﾉ      

ｶﾜﾊﾗ ﾕｷ     

16  2:47.843/2 コナミ松山            （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ      学童

   35.58    35.58第一泳者 森川　絵理      

第二泳者 清田　俐帆      

第三泳者 友近　立伸      

第四泳者 兵頭　悠晟      

   36.76  1:12.34

 1:00.55  2:12.89

   34.95  2:47.84

ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ     

ｷﾖﾀ ﾘﾎ      

ﾄﾓﾁｶ ﾘｭｳｼﾝ  

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 
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失格1/4 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ     学童

   38.05    38.05                         第一泳者 永田　実悠      

第二泳者 松岡　　遼      

第三泳者 阿部　天香      

第四泳者 徳永　椋太      

   39.38  1:17.43

********

        

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾕ     

ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ    

ｱﾍﾞ ﾃﾝｶ     

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ  
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