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2021年度ＡＳＣＡ三河地区センゴクジャパン春季認定大会
期日：2021年4月18日(日)              会場：浜松市総合水泳場ＴｏＢｉＯ(25m)

No.37 女子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  2:05.51

≪ 9・10歳 ≫

パル知立   2:15.381/ 51
                                             35.24   1:06.59   1:42.21

酒井　心那      小4
    35.24     31.35     35.62     33.17( 0.78) (+0.64) (+0.64) (+0.39)

平井　里奈      小5 森　　美音      小4 清田　芽生      小5・ ・ ・

パル西尾   2:16.911/ 12
                                             31.07   1:06.38   1:40.86

鈴木あかり      小5
    31.07     35.31     34.48     36.05( 0.67) (+0.52) (+0.40) (+0.14)

林口　心咲      小5 浅野　文香      小5 二階堂海希      小5・ ・ ・

岡崎竜城SC南   2:19.351/ 73
                                             34.00   1:08.25   1:43.79

鈴木　彩心      小4
    34.00     34.25     35.54     35.56( 0.72) (+0.15) (+0.24) (+0.29)

内山　結陽      小5 中野　珠玖      小5 大川きらら      小5・ ・ ・

岡崎竜城SC南   2:32.791/ 84
                                             37.39   1:15.10   1:52.97

森　　愛寧      小4
    37.39     37.71     37.87     39.82( 0.80) (+0.53) (+0.67) (+0.41)

高木　季渉      小5 伊藤　維良      小5 竹内　華那      小5・ ・ ・

豊田ＳＳ 失格10.112/ 2
                                             30.84

羽生　朱李      小5
    30.84 ( 0.68)

酒井　　雫      小5 久保　有咲      小5 森　叶希愛      小4・ ・ ・

コナミ豊田 失格10.111/ 2
                                             31.55   1:04.08

清水　優那      小5
    31.55     32.53( 0.69) (+0.09)

三宅　恵奈      小3 柳瀬理衣沙      小4 廣川　璃音      小5・ ・ ・

No.37 女子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:55.11

≪ 11・12歳 ≫

豊橋ＳＳ   1:59.952/ 61
                                             29.93     59.42   1:29.35

上田　季愛      中1
    29.93     29.49     29.93     30.60( 0.76) (+0.47) (+0.47) (+0.31)

鋤柄　怜那      中1 北村　志有      中1 鈴木　千晶      中1・ ・ ・

コナミ豊田   2:00.962/ 72
                                             30.42   1:00.77   1:30.97

井谷　朱里      小6
    30.42     30.35     30.20     29.99( 0.79) (+0.38) (+0.27) (+0.15)

幸﨑うるる      小6 稲垣　心空      小6 春山　一花      小6・ ・ ・

岡崎竜城ＳＣ   2:01.032/ 43
                                             29.54     59.32   1:30.14

加藤　美月      中1
    29.54     29.78     30.82     30.89( 0.61) (+0.40) (+0.39) (+0.53)

岸原くるみ      中1 安部　苺花      中1 三石　紗瑛      中1・ ・ ・

豊田ＳＳ   2:03.682/ 54
                                             30.25   1:00.07   1:33.10

水元　晴香      小6
    30.25     29.82     33.03     30.58( 0.74) (+0.08) (+0.39) (+0.13)

矢田　瑠依      中1 久保　咲絢      中1 森　絢寧良      中1・ ・ ・

コナミ蒲郡   2:05.612/ 35
                                             29.46     59.80   1:32.81

亀井　苺加      中1
    29.46     30.34     33.01     32.80( 0.72) (+0.25) (+0.16) (+0.45)

藏屋　幸希      中1 宇野　結花      小6 岡﨑　紗綾      小6・ ・ ・

岡崎竜城SC南   2:06.521/ 4 ＊手動6
                                             31.03   1:02.30   1:33.54

服部　柚希      中1
    31.03     31.27     31.24     32.98( 0.77) (+0.26) (+0.16) (+0.32)

高木　碧琉      小6 柴田　歩波      中1 酒部　柚希      中1・ ・ ・

パル西尾   2:06.972/ 17
                                             28.09   1:00.45   1:33.75

志田　　葵      中1
    28.09     32.36     33.30     33.22( 0.73) (+0.20) (+0.22) (+0.04)

小林　柚葉      小5 石川日葉里      小6 鈴木　沙蘭      中1・ ・ ・

出力日時： 4月18日 17:43
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2021年度ＡＳＣＡ三河地区センゴクジャパン春季認定大会
期日：2021年4月18日(日)              会場：浜松市総合水泳場ＴｏＢｉＯ(25m)

No.37 女子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:55.11

≪ 11・12歳 ≫

ＳＳＣ岡崎   2:13.851/ 38
                                             30.65   1:05.43   1:38.85

益田陽花梨      中1
    30.65     34.78     33.42     35.00( 0.78) (+0.32) (+0.42) (+0.56)

田村　るあ      小6 齊藤　美来      小6 森本ひなた      中1・ ・ ・

パル知立   2:15.912/ 89
                                             33.12   1:07.41   1:41.55

太田　優奈      小6
    33.12     34.29     34.14     34.36( 0.84) (+0.32) (+0.46) (+0.28)

森　　詩音      小6 笹倉　愛実      小6 内藤　　奏      小6・ ・ ・

岡崎竜城ＳＣ   2:18.271/ 610
                                             33.58   1:09.32   1:42.84

石川　りん      小6
    33.58     35.74     33.52     35.43( 0.63) (+0.55) (+0.29) (+0.53)

土屋　夏乃      小6 中山　陽奈      小6 加藤いちご      小5・ ・ ・

出力日時： 4月18日 17:43


