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2021年度JSCA岐阜県クラブ対抗水泳競技大会
期日：2021年7月18日(日)              会場：長良川スイミングプラザ(50m)

No.22 女子 4×50m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録
≪ 10歳以下 ≫

岐阜ＳＳ   2:25.921/ 51
                                             38.34   1:20.63   1:54.76

石川　鈴乃      小5
    38.34     42.29     34.13     31.16( 0.60) (+0.53) (+0.73) (+0.57)

竹田　彩華      小4 伊藤　環奈      小4 辻　　七海      小5・ ・ ・

岐阜西ＳＣ   2:27.921/ 62
                                             39.78   1:22.58   1:56.29

篠原　暖歩      小5
    39.78     42.80     33.71     31.63( 0.70) (+0.32) (+0.45) (+0.50)

若山　実由      小5 小髙　碧美      小4 木原向日葵      小5・ ・ ・

ドルフィン   2:35.231/ 43
                                             42.19   1:22.17   2:02.51

服部陽茉莉      小4
    42.19     39.98     40.34     32.72( 0.66) (+0.69) (+0.72) (+0.30)

宇野　愛梨      小5 小杉　望心      小4 高岡　紗羅      小4・ ・ ・

本巣ＳＳ   2:47.391/ 74
                                             36.97   1:17.85   2:06.72

大野　紗良      小5
    36.97     40.88     48.87     40.67( 0.76) (+0.41) (+0.83) (+0.98)

坂野こころ      小5 今井　陽奈      小4 奥村こころ      小4・ ・ ・

岐阜中央ＳＳ   3:01.681/ 8 ＊手動5
                                             43.31   1:41.59   2:23.41

鷲見　莉央      小5
    43.31     58.28     41.82     38.27( 0.80) (+0.38) (+0.31) (+0.67)

遠藤　汐織      小2 萩野　　凜      小4 福井　美來      小4・ ・ ・

コパン可児 失格10.111/ 3
                                             40.73

谷　　莉世      小5
    40.73 ( 0.74)

榊原りりす      小4 磯部　友里      小4 森　　楓夏      小4・ ・ ・

No.22 女子 4×50m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録
≪ 11・12歳 ≫

岐阜西ＳＣ   2:16.152/ 51
                                             34.62   1:14.38   1:46.46

佐藤かいり      小5
    34.62     39.76     32.08     29.69( 0.59) (+0.28) (+0.56) (+0.34)

篠原　優歩      小6 後藤　　涼      小5 廣瀬　里桜      小6・ ・ ・

コパン可児   2:17.452/ 62
                                             36.27   1:14.05   1:45.37

原田　桃理      小6
    36.27     37.78     31.32     32.08( 0.60) (+0.12) (+0.15) (+0.40)

春日井柚奈      小6 服部　亜海      小5 田中　彩花      小6・ ・ ・

ドルフィン   2:20.862/ 73
                                             37.30   1:17.95   1:50.14

藤吉　魅紅      小5
    37.30     40.65     32.19     30.72( 0.65) (+0.26) (+0.41) (+0.42)

寺山　　心      中1 木村　　碧      中1 田立　菜葉      小6・ ・ ・

サンながら   2:24.442/ 34
                                             40.62   1:18.61   1:55.01

東野　彩咲      小5
    40.62     37.99     36.40     29.43( 0.65) (+0.38) (+0.77) (+0.28)

串田　咲歩      中1 田代　涼華      小6 川出　華徳      中1・ ・ ・

岐阜ＳＳ   2:25.082/ 45
                                             37.01   1:18.31   1:53.01

石川　桃羽      中1
    37.01     41.30     34.70     32.07( 0.61) (+0.61) (+0.40) (+0.48)

松原世里香      小6 竹内　陽奏      中1 葛谷　明璃      小6・ ・ ・

コマＳＳ土岐   2:31.012/ 26
                                             38.39   1:20.93   1:57.41

伊藤　樹希      中1
    38.39     42.54     36.48     33.60( 0.54) (+0.51) (+0.55) (+0.53)

前川ちひろ      小6 早川　　結      小5 中村　晴香      中1・ ・ ・

岐阜中央ＳＳ   2:31.582/ 87
                                             43.12   1:24.08   1:59.31

山田　陽咲      小5
    43.12     40.96     35.23     32.27( 0.93) (+0.08) (+0.61) (+0.58)

佐藤　心柚      小6 蒲　　明沙      小6 大竹　一愛      小6・ ・ ・

出力日時： 7月18日 14:22


