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

50m

1  1:59.552/3 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童 県学童新                   

   30.34    30.34第一泳者 西岡奈津樹      

第二泳者 清家　美羽      

第三泳者 平野　　資      

第四泳者 島田　　希      

   31.08  1:01.42

   30.37  1:31.79

   27.76  1:59.55

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ    

ｾｲｹ ﾐｳ      

ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ     

ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ   

2  2:00.202/5 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   30.04    30.04第一泳者 水田結依子      

第二泳者 松浦　海翔      

第三泳者 髙田　夏帆      

第四泳者 青野　　空      

   31.05  1:01.09

   29.18  1:30.27

   29.93  2:00.20

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ    

ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ    

ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ     

ｱｵﾉ ｿﾗ      

3  2:01.072/4 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   30.14    30.14第一泳者 西岡　颯大      

第二泳者 小野　寛生      

第三泳者 三野　朱音      

第四泳者 西岡　泉美      

   31.28  1:01.42

   30.97  1:32.39

   28.68  2:01.07

ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ    

ｵﾉ ｶﾝｾｲ     

ﾐﾉ ｱｶﾈ      

ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ   

4  2:01.462/6 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   28.48    28.48第一泳者 金田　浩聖      

第二泳者 福田　英寿      

第三泳者 吉田　芽生      

第四泳者 今城　姫桜      

   29.97    58.45

   30.57  1:29.02

   32.44  2:01.46

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ   

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ     

ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ  

5  2:03.022/7 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ              （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     学童

   29.73    29.73第一泳者 橋田　実和      

第二泳者 三ツ井歩夢      

第三泳者 谷　　琉成      

第四泳者 釘宮　遥花      

   30.98  1:00.71

   31.86  1:32.57

   30.45  2:03.02

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ     

ﾐﾂｲ ｱﾕﾑ     

ﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ    

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ   

6  2:04.712/8 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   32.77    32.77第一泳者 森田　碧音      

第二泳者 沼野　翔輝      

第三泳者 上田　　凛      

第四泳者 芝　　怜菜      

   32.24  1:05.01

   30.40  1:35.41

   29.30  2:04.71

ﾓﾘﾀ ｱｵﾄ     

ﾇﾏﾉ ﾄｷ      

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ     

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ     

7  2:05.042/2 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ       学童

   29.85    29.85第一泳者 大加田元輝      

第二泳者 櫻井　理道      

第三泳者 兵頭　凜和      

第四泳者 宝本　和花      

   31.22  1:01.07

   31.57  1:32.64

   32.40  2:05.04

ｵｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ  

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾐﾁ   

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾘﾜ   

ﾀｶﾗﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ  

8  2:09.201/4 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   32.20    32.20第一泳者 土居　陸翔      

第二泳者 二宮蒼志郎      

第三泳者 石井　　和      

第四泳者 井上日菜子      

   34.10  1:06.30

   31.76  1:38.06

   31.14  2:09.20

ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ     

ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ  

ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ    

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ    
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9  2:12.282/1 西条ＳＣ              （ｻｲｼﾞｮｳSC     学童

   33.84    33.84第一泳者 三浦　珠季      

第二泳者 図子　　葵      

第三泳者 三宅　海士      

第四泳者 野川　　陸      

   31.90  1:05.74

   32.92  1:38.66

   33.62  2:12.28

ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ     

ｽﾞｼ ｱｵｲ     

ﾐﾔｹ ｶｲﾄ     

ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ     

10  2:13.001/5 リー保内              （ﾘｰﾎﾅｲ        学童

   32.82    32.82第一泳者 大西　紗羅      

第二泳者 小原　知也      

第三泳者 宮中　彩希      

第四泳者 大塚　慶希      

   33.92  1:06.74

   32.92  1:39.66

   33.34  2:13.00

ｵｵﾆｼ ｻﾗ     

ｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ     

ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ    

ｵｵﾂｶ ﾖｼｷ    

11  2:13.011/7 瀬戸内温泉            （ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ     学童

   32.37    32.37第一泳者 森田　真矢      

第二泳者 阿部　夏姫      

第三泳者 石原　晴琉      

第四泳者 鳥生　智貴      

   32.67  1:05.04

   31.85  1:36.89

   36.12  2:13.01

ﾓﾘﾀ ﾏﾔ      

ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ     

ｲｼﾊﾗ ﾊﾙ     

ﾄﾘｳ ﾄﾓｷ     

12  2:14.401/2 フィッタ重信          （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ     学童

   32.59    32.59第一泳者 長曽我部聖也    

第二泳者 加地　優茉      

第三泳者 大森　悠聖      

第四泳者 田丸　一花      

   36.83  1:09.42

   33.22  1:42.64

   31.76  2:14.40

ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｼｮｳﾔ

ｶｼﾞ ﾕﾏ      

ｵｵﾓﾘ ﾕｳｾｲ   

ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ     

13  2:16.541/6 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ     学童

   32.34    32.34第一泳者 松田　康生      

第二泳者 西本めぐみ      

第三泳者 柏田　萌菜      

第四泳者 山﨑　創太      

   35.00  1:07.34

   37.67  1:45.01

   31.53  2:16.54

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ   

ﾆｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ   

ｶｼﾜﾀﾞ ﾓｴﾅ   

ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ    

14  2:18.091/1 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予           （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ     学童

   34.07    34.07第一泳者 石原孝太郎      

第二泳者 丹下　愛萌      

第三泳者 宇佐美甚吉      

第四泳者 川村　樹杏      

   33.31  1:07.38

   35.43  1:42.81

   35.28  2:18.09

ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ  

ﾀﾝｹﾞ ｱﾔﾒ    

ｳｻﾐ ｼﾞﾝｷﾁ   

ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭｱﾝ  

15  2:18.931/3 コナミ松山            （ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ      学童

   33.98    33.98第一泳者 越智　通康      

第二泳者 奈良　孟拓      

第三泳者 橋本　夢実      

第四泳者 水口　　葵      

   32.09  1:06.07

   36.16  1:42.23

   36.70  2:18.93

ｵﾁ ﾐﾁﾔｽ     

ﾅﾗ ﾀｹﾋﾛ     

ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ   

ﾐﾅｸﾁ ｱｵｲ    

16  2:27.011/8 しまなみSC            （ｼﾏﾅﾐSC       学童

   36.94    36.94第一泳者 渡邊　莉友      

第二泳者 新居田音羽      

第三泳者 日淺琥太朗      

第四泳者 清水　彩世      

   42.17  1:19.11

   34.71  1:53.82

   33.19  2:27.01

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾄ    

ﾆｲﾀﾞ ｵﾄﾊ    

ﾋｱｻ ｺﾀﾛｳ    

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｾ    
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