
種目別競技結果
競技No 118.男子  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  3:32.271/6 南海ＤＣ （ﾅﾝｶｲDC） 高校

   25.08    52.63    52.63第一泳者 伊須　新太

第二泳者 大橋　海斗

第三泳者 渡邊　航星

第四泳者 窪田　　樹

   24.64    52.58  1:45.21

   25.42    53.87  2:39.08

   25.47    53.19  3:32.27

ｲｽ ｱﾗﾀ

ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ

2  3:32.962/4 ジャパン三木 （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ） 高校

   24.94    51.88    51.88第一泳者 真鍋　拓実

第二泳者 寺尾　温大

第三泳者 山岡　裕明

第四泳者 安田　拓哉

   25.26    52.69  1:44.57

   25.68    54.43  2:39.00

   25.74    53.96  3:32.96

ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ

ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ

3  3:40.072/2 ＭＧ瀬戸内 （MGｾﾄｳﾁ） 高校

   25.50    53.19    53.19第一泳者 杉本　尚之

第二泳者 矢野　結都

第三泳者 加藤　雄大

第四泳者 菊山　翔太

   25.75    53.94  1:47.13

   26.85    55.76  2:42.89

   27.20    57.18  3:40.07

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

ﾔﾉ ﾕｲﾄ

ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ

ｷｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ

4  3:41.311/4 フィッタ重信 （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ） 高校

   26.12    54.81    54.81第一泳者 向居　大晴

第二泳者 名智　　馨

第三泳者 黒野　裕馬

第四泳者 矢野　隼一

   26.79    55.83  1:50.64

   26.47    56.32  2:46.96

   26.00    54.35  3:41.31

ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ

ﾅﾁ ｶｵﾙ

ｸﾛﾉ ﾕｳﾏ

ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

5  3:41.512/3 サンダーＳＳ （ｻﾝﾀﾞｰSS） 高校

   25.90    53.02    53.02第一泳者 渡辺　翔大

第二泳者 高橋　慶伍

第三泳者 樋本　皓介

第四泳者 三野　眞虎

   27.20    55.63  1:48.65

   27.26    55.73  2:44.38

   27.27    57.13  3:41.51

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ

ﾋﾓﾄ ｺｳｽｹ

ﾐﾉ ﾏﾄﾗ

6  3:42.272/5 みかづきＳＳ （ﾐｶﾂﾞｷSS） 高校

   25.80    54.34    54.34第一泳者 津江　透仁

第二泳者 松井　達哉

第三泳者 奥田　友樹

第四泳者 平尾　　陸

   26.74    55.77  1:50.11

   25.85    54.41  2:44.52

   27.28    57.75  3:42.27

ﾂｴ ﾕｷﾋﾄ

ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ

ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ

ﾋﾗｵ ﾘｸ

7  3:42.952/9 ＷＡＭＳＳ （WAMSS） 高校

   26.67    55.37    55.37第一泳者 池尻　奏太

第二泳者 長尾　祐飛

第三泳者 長尾　奎飛

第四泳者 森田　鉄平

   27.16    57.50  1:52.87

   26.01    55.28  2:48.15

   26.29    54.80  3:42.95

ｲｹｼﾞﾘ ｶﾅﾀ

ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾄ

ﾅｶﾞｵ ｹｲﾄ

ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

棄権2/8 坂出伊藤ＳＳ （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ） 高校

第一泳者 平田　流一

第二泳者 植田　蒼翔

第三泳者 黒田　　陽

第四泳者 武井　利樹

                

                

                

ﾋﾗﾀ ﾙｲ

ｳｴﾀ ｿﾗﾄ

ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙ

ﾀｹｲ ﾄｷ
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棄権1/2 伊藤ＳＳ （ｲﾄｳSS） 一般

第一泳者 佐藤　拓翔

第二泳者 荒木　貴弥

第三泳者 米澤　悠太

第四泳者 川上　智弘

                

                

                

ｻﾄｳ ﾀｸﾄ

ｱﾗｷ ﾀｶﾔ

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

ｶﾜｶﾐ ﾁﾋﾛ
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