
種目別競技結果
競技No 117.女子  400m リレー   タイム決勝

第47回四国スイミングクラブ対抗水泳競技大会

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m 100m

1  3:58.072/6 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 一般

   27.49    57.34    57.34第一泳者 芝　　咲菜

第二泳者 土居　明莉

第三泳者 芝　　怜菜

第四泳者 岡本　美里

   29.33  1:01.67  1:59.01

   27.81    58.57  2:57.58

   29.18  1:00.49  3:58.07

ｼﾊﾞ ｻｷﾅ

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ

ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ

2  3:58.282/4 ジャパン高松 （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ） 一般

   28.95  1:00.05  1:00.05第一泳者 大井　希莉

第二泳者 中西　美優

第三泳者 淀谷　　遥

第四泳者 會田　吉音

   27.76    58.02  1:58.07

   29.03  1:00.79  2:58.86

   28.85    59.42  3:58.28

ｵｵｲ ｷﾘ

ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ

ﾖﾄﾞﾔ ﾊﾙｶ

ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾉ

3  4:02.542/7 サンダーＳＳ （ｻﾝﾀﾞｰSS） 高校

   28.21    58.64    58.64第一泳者 鎌田　菜月

第二泳者 水田　恵那

第三泳者 森川　莉早

第四泳者 三橋　陽菜

   29.22  1:00.75  1:59.39

   29.69  1:02.41  3:01.80

   29.66  1:00.74  4:02.54

ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ

ﾐｽﾞﾀ ｴﾅ

ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ

ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ

4  4:04.992/8 南海ＤＣ （ﾅﾝｶｲDC） 高校

   28.80    59.49    59.49第一泳者 井上　紗奈

第二泳者 柿内　胡華

第三泳者 高内　七海

第四泳者 丹下　温楓

   28.83    59.74  1:59.23

   29.88  1:02.70  3:01.93

   30.11  1:03.06  4:04.99

ｲﾉｳｴ ｻﾅ

ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ

ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ

ﾀﾝｹﾞ ﾊﾙｶ

5  4:10.411/4 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ） 一般

   29.47  1:01.12  1:01.12第一泳者 吉田　芽央

第二泳者 戸田　奏南

第三泳者 豊田明歩実

第四泳者 釘宮　遥花

   30.46  1:03.43  2:04.55

   30.45  1:03.87  3:08.42

   29.87  1:01.99  4:10.41

ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ

ﾄﾀﾞ ｶﾅﾝ

ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ

6  4:11.271/3 JSSセンコー （JSSｾﾝｺｰ） 高校

   29.22  1:00.76  1:00.76第一泳者 尾上　莉沙

第二泳者 和泉　菜々

第三泳者 酒井　風歌

第四泳者 成田　佳乃

   31.64  1:07.25  2:08.01

   28.56  1:00.02  3:08.03

   30.32  1:03.24  4:11.27

ｵﾉｴ ﾘｻ

ｲｽﾞﾐ ﾅﾅ

ｻｶｲ ﾌｳｶ

ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ

7  4:14.841/5 ＭＧ双葉 （MGﾌﾀﾊﾞ） 一般

   29.76  1:02.41  1:02.41第一泳者 水田結依子

第二泳者 別府　彩羽

第三泳者 山本　彩寧

第四泳者 林　　　花

   30.40  1:02.56  2:04.97

   30.87  1:04.41  3:09.38

   30.60  1:05.46  4:14.84

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ

ﾍﾞｯﾌﾟ ｲﾛﾊ

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ

ﾊﾔｼ ﾊﾅ

棄権1/7 伊藤ＳＳ （ｲﾄｳSS） 高校

第一泳者 西川　　葵

第二泳者 荒木　紗弥

第三泳者 山﨑ひかる

第四泳者 稲田なつめ

                

                

                

ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ

ｱﾗｷ ｻﾔ

ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ

ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂﾒ
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棄権1/2 坂出伊藤ＳＳ （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ） 高校

第一泳者 吉田　　恵

第二泳者 金丸　　葵

第三泳者 川染　怜花

第四泳者 土井菜々恵

                

                

                

ﾖｼﾀﾞ ｹｲ

ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ

ｶﾜｿﾒ ﾚｲｶ

ﾄﾞｲ ﾅﾅｴ
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