
種目別競技結果
競技No 21.女子  200m リレー   タイム決勝

第７回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

無差別
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  1:47.562/3 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 一般

   26.58    26.58第一泳者 芝　　咲菜

第二泳者 秀野　由光

第三泳者 秀野　亜耶

第四泳者 岡本　美里

   26.29    52.87

   27.32  1:20.19

   27.37  1:47.56

ｼﾊﾞ ｻｷﾅ

ｼｭｳﾉ ﾕﾐ

ｼｭｳﾉ ｱﾔ

ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ

2  1:47.832/4 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   26.66    26.66第一泳者 平田　美幸

第二泳者 三好　温子

第三泳者 泉　　遥叶

第四泳者 三嶋　　拓

   27.34    54.00

   26.43  1:20.43

   27.40  1:47.83

ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ

ﾐﾖｼ ｱﾂｺ

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ

ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ

3  1:51.512/5 コミュニティ （ｺﾐｭﾆﾃｨ） 中学

   26.93    26.93第一泳者 戎　　真花

第二泳者 前田　唯菜

第三泳者 中村　美心

第四泳者 矢狭　萌梨

   27.56    54.49

   28.54  1:23.03

   28.48  1:51.51

ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ

ﾅｶﾑﾗ ﾐｺ

ﾔｻﾞﾏ ﾓｴﾘ

4  1:55.802/2 八幡浜ＳＣ （ﾔﾜﾀﾊﾏSC） 一般

   28.64    28.64第一泳者 中岡亜依香

第二泳者 下田　天海

第三泳者 廣井　優花

第四泳者 菊地　真碧

   29.09    57.73

   29.70  1:27.43

   28.37  1:55.80

ﾅｶｵｶ ｱｲｶ

ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ

ﾋﾛｲ ﾕｶ

ｷｸﾁ ﾏﾐ

5  1:56.802/7 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   28.98    28.98第一泳者 田村　祐奈

第二泳者 吉田　若菜

第三泳者 神野　朱里

第四泳者 深川　瑚夏

   29.65    58.63

   30.50  1:29.13

   27.67  1:56.80

ﾀﾑﾗ ﾕﾅ

ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ

ｼﾞﾝﾉ ｼｭﾘ

ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ

6  2:00.131/4 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ） 中学

   29.13    29.13第一泳者 吉田　芽央

第二泳者 成城　美和

第三泳者 菅　　百花

第四泳者 山田　蒼依

   30.54    59.67

   30.10  1:29.77

   30.36  2:00.13

ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ

ﾅﾙｷ ﾐﾜ

ｶﾝ ﾓﾓｶ

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ

7  2:00.531/5 南海朝生田 （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ） 中学

   30.22    30.22第一泳者 渡邉　琴音

第二泳者 永井　沙耶

第三泳者 越智　桃乃

第四泳者 井上　幸乃

   30.64  1:00.86

   29.80  1:30.66

   29.87  2:00.53

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ

ﾅｶﾞｲ ｻﾔ

ｵﾁ ﾓﾓﾉ

ｲﾉｳｴ ｻﾁﾉ

8  2:01.402/8 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ） 学童

   29.46    29.46第一泳者 橋田　実和

第二泳者 釘宮　遥花

第三泳者 大石　晶夢

第四泳者 豊田明歩実

   30.35    59.81

   31.28  1:31.09

   30.31  2:01.40

ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ

ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ
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9  2:02.982/1 リー保内 （ﾘｰﾎﾅｲ） 一般

   29.87    29.87第一泳者 山中　紗和

第二泳者 山本　咲良

第三泳者 藤田　涼花

第四泳者 宮中　彩希

   31.23  1:01.10

   29.81  1:30.91

   32.07  2:02.98

ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ

ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞｶ

ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ

10  2:07.411/2 フィッタ重信 （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ） 一般

   31.39    31.39第一泳者 川原　　葵

第二泳者 田丸　一花

第三泳者 戸田　彩香

第四泳者 佐伯　穂果

   30.22  1:01.61

   33.94  1:35.55

   31.86  2:07.41

ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ

ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ

ﾄﾀﾞ ｱﾔｶ

ｻｲｷ ﾎﾉｶ

11  2:10.341/6 フィッタ松山 （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 学童

   31.09    31.09第一泳者 吉田　千暁

第二泳者 西田　瑚雪

第三泳者 濱　さくら

第四泳者 高山　結衣

   35.17  1:06.26

   32.52  1:38.78

   31.56  2:10.34

ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ

ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ

ﾊﾏ ｻｸﾗ

ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ
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