
種目別競技結果
競技No: 120.男子  200m リレー   タイム決勝

第32回愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会

11～12歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  1:58.372/3 フィッタ松前         （ﾌｨｯﾀﾏｻｷ     一般

   27.93    27.93第一泳者
津田　颯希     

第二泳者
大石　陸斗     

第三泳者
内田　拓希     

第四泳者
隅田　晴彦     

   30.06    57.99

   32.15  1:30.14

   28.23  1:58.37

ﾂﾀﾞ ｿｳｷ    

ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ   

ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ   

ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ  

2  2:00.302/4 フィッタ松山         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ    一般

   29.68    29.68第一泳者
田坂　優成     

第二泳者
江刺　優五     

第三泳者
伊藤　路人     

第四泳者
窪田　雄斗     

   31.61  1:01.29

   29.23  1:30.52

   29.78  2:00.30

ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ   

ｴｻｼ ﾕｳｺﾞ   

ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾄ   

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ   

3  2:00.702/5 コミュニティ         （ｺﾐｭﾆﾃｨ      一般

   28.57    28.57第一泳者
大加田　凌     

第二泳者
有田　羽瑠     

第三泳者
井関　稀琉     

第四泳者
田中　文也     

   29.72    58.29

   30.40  1:28.69

   32.01  2:00.70

ｵｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ  

ｱﾘﾀ ﾊﾙ     

ｲｾｷ ｷﾘｭｳ   

ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ    

4  2:04.862/1 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童

   31.64    31.64第一泳者
髙岡　海斗     

第二泳者
髙井健太郎     

第三泳者
瀬戸　蒼陽     

第四泳者
坂口　颯馬     

   30.86  1:02.50

   31.54  1:34.04

   30.82  2:04.86

ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ   

ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ  

ｾﾄ ｱｵﾔ     

ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ  

5  2:06.072/2 Z-UP                 （ｼﾞｰｱｯﾌﾟ     一般

   31.77    31.77第一泳者
世良　智希     

第二泳者
廣瀬　合輝     

第三泳者
溝口　稜茉     

第四泳者
大脊戸敬汰     

   31.42  1:03.19

   32.81  1:36.00

   30.07  2:06.07

ｾﾗ ﾄﾓｷ     

ﾋﾛｾ ｺﾞｳｷ   

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ

ｵｵｾﾄﾞ ｹｲﾀ  

6  2:07.112/7 リー保内             （ﾘｰﾎﾅｲ       一般

   34.10    34.10第一泳者
谷口　駿成     

第二泳者
北口　真也     

第三泳者
宮中　元輝     

第四泳者
呉石　智哉     

   31.45  1:05.55

   27.79  1:33.34

   33.77  2:07.11

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ

ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝﾔ  

ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ  

ｸﾚｲｼ ﾄﾓﾔ   

7  2:08.382/6 八幡浜ＳＣ           （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   31.58    31.58第一泳者
岡本　大翔     

第二泳者
菊池　慶太     

第三泳者
程野　裕介     

第四泳者
菊池　真弥     

   32.49  1:04.07

   32.90  1:36.97

   31.41  2:08.38

ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ   

ｷｸﾁ ｹｲﾀ    

ﾎﾄﾞﾉ ﾕｳｽｹ  

ｷｸﾁ ﾏｻﾔ    

8  2:12.381/3 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      学童

   29.69    29.69第一泳者
窪田　　樹     

第二泳者
立石　凌翔     

第三泳者
石﨑祐之進     

第四泳者
石崎　龍星     

   31.97  1:01.66

   34.62  1:36.28

   36.10  2:12.38

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ   

ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ  

ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾉｼﾝ

ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ
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9  2:12.802/8 瀬戸内温泉           （ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ    一般

   31.54    31.54第一泳者
尾上　勇喜     

第二泳者
阿部　大和     

第三泳者
菅　　新大     

第四泳者
長谷部和輝     

   31.82  1:03.36

   34.87  1:38.23

   34.57  2:12.80

ｵﾉｴ ﾕｳｷ    

ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ    

ｽｶﾞ ｱﾗﾀ    

ﾊｾﾍﾞ ｶｽﾞｷ  

10  2:14.201/4 フィッタ川江         （ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ    学童

   31.24    31.24第一泳者
林　　壱成     

第二泳者
岡本　順成     

第三泳者
宇田　康人     

第四泳者
宮﨑　良太     

   35.11  1:06.35

   36.11  1:42.46

   31.74  2:14.20

ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ   

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｾｲ

ｳﾀﾞ ﾔｽﾄ    

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 

11  2:19.231/5 ファイブテン         （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     一般

   31.89    31.89第一泳者
八重樫滉平     

第二泳者
山口　　空     

第三泳者
高須賀健二     

第四泳者
藤田　　翔     

   32.22  1:04.11

   37.51  1:41.62

   37.61  2:19.23

ﾔｴｶﾞｼ ｺｳﾍｲ 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ   

ﾀｶｽｶ ｹﾝｼﾞ  

ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ   
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