
種目別競技結果
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第47回四国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  2:07.382/6 坂出伊藤ＳＳ （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ） 中学

   32.30    32.30第一泳者 引田　杏香

第二泳者 湯川　真凛

第三泳者 下舞　里夢

第四泳者 山田　夏姫

   33.47  1:05.77

   31.29  1:37.06

   30.32  2:07.38

ﾋｹﾀ ｷｮｳｶ

ﾕｶﾞﾜ ﾏﾘﾝ

ｼﾓﾏｲ ﾘｵﾝ

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ

2  2:09.081/5 ジャパン丸亀 （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ） 中学

   34.81    34.81第一泳者 濱田　萌心

第二泳者 藤川　奈々

第三泳者 平松　莉央

第四泳者 野口　佳愛

   34.91  1:09.72

   29.88  1:39.60

   29.48  2:09.08

ﾊﾏﾀﾞ ﾓｺ

ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾅ

ﾋﾗﾏﾂ ﾘｵ

ﾉｸﾞﾁ ｶｴ

3  2:09.171/4 五百木ＳＣ （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ） 中学

   33.03    33.03第一泳者 桑村　叶海

第二泳者 田村　　菫

第三泳者 髙岡　美空

第四泳者 中岡　果音

   36.53  1:09.56

   29.99  1:39.55

   29.62  2:09.17

ｸﾜﾑﾗ ｶﾅﾐ

ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ

ﾀｶｵｶ ﾐｸ

ﾅｶｵｶ ｶﾉﾝ

4  2:11.172/8 ジャパン観 （Jｶﾝｵﾝｼﾞ） 一般

   34.99    34.99第一泳者 真鍋　颯希

第二泳者 高橋　南帆

第三泳者 藤田　　楓

第四泳者 藤田　　蒼

   34.81  1:09.80

   32.18  1:41.98

   29.19  2:11.17

ﾏﾅﾍﾞ ｻﾂｷ

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾎ

ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ

5  2:11.382/4 フィッタ松山 （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ） 一般

   34.27    34.27第一泳者 荒谷　結奏

第二泳者 高山　結衣

第三泳者 乃万　美嘉

第四泳者 西田　瑚雪

   35.18  1:09.45

   32.14  1:41.59

   29.79  2:11.38

ｱﾗﾀﾆ ﾕｶﾅ

ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ

ﾉﾏ ﾐｶ

ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ

6  2:11.562/7 みかづきＳＳ （ﾐｶﾂﾞｷSS） 一般

   33.65    33.65第一泳者 伊藤　妃彩

第二泳者 長谷川美咲

第三泳者 森田　紗矢

第四泳者 野田　明愛

   38.65  1:12.30

   30.03  1:42.33

   29.23  2:11.56

ｲﾄｳ ﾋｲﾛ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ

ﾓﾘﾀ ｻﾔ

ﾉﾀﾞ ﾒｲｱ

7  2:12.722/3 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   35.12    35.12第一泳者 二宮　花音

第二泳者 藤田　真央

第三泳者 星田　京美

第四泳者 山林　美貴

   36.17  1:11.29

   30.88  1:42.17

   30.55  2:12.72

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ

ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾐｷ

8  2:13.872/2 ジャパン三木 （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ） 一般

   32.57    32.57第一泳者 西村　柚希

第二泳者 門田　紗季

第三泳者 氏原　志歩

第四泳者 小方いろは

   39.34  1:11.91

   31.79  1:43.70

   30.17  2:13.87

ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞｷ

ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻｷ

ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾎ

ｵｶﾞﾀ ｲﾛﾊ
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9  2:14.881/6 サンダーＳＳ （ｻﾝﾀﾞｰSS） 一般

   36.22    36.22第一泳者 山田　朱莉

第二泳者 大下ひなた

第三泳者 日野　　遙

第四泳者 高田　花凜

   34.70  1:10.92

   32.49  1:43.41

   31.47  2:14.88

ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ

ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ

ﾋﾉ ﾊﾙｶ

ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ

10  2:22.661/7 ジャパン高松 （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ） 小学

   37.56    37.56第一泳者 宮野　心花

第二泳者 和島　来実

第三泳者 池田　未羽

第四泳者 細川　初希

   41.64  1:19.20

   32.86  1:52.06

   30.60  2:22.66

ﾐﾔﾉ ｺﾊﾅ

ﾜｼﾞﾏ ｸﾙﾐ

ｲｹﾀﾞ ﾐｳ

ﾎｿｶﾜ ﾊﾂﾞｷ

11  2:22.841/8 JSSセンコー （JSSｾﾝｺｰ） 小学

   32.31    32.31第一泳者 尾上　鈴奈

第二泳者 綾　世里香

第三泳者 杉田　　結

第四泳者 佐藤　千恵

   42.60  1:14.91

   33.39  1:48.30

   34.54  2:22.84

ｵﾉｴ ﾚﾅ

ｱﾔ ｾﾘｶ

ｽｷﾞﾀ ﾕｲ

ｻﾄｳ ﾁｴ
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