
種目別競技結果
競技No: 100.男子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第41回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

11～12歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:03.892/6 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS     学童

   32.10    32.10第一泳者 平田　大貴     

第二泳者 増田　　開     

第三泳者 渡辺　翔大     

第四泳者 桜木　敦大     

   33.05  1:05.15

   30.35  1:35.50

   28.39  2:03.89

ﾋﾗﾀ ﾋﾛｷ    

ﾏｽﾀﾞ ｶｲ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 

ｻｸﾗｷﾞ ｱﾂﾋﾛ 

2  2:04.092/3 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ    学童

   32.70    32.70第一泳者 今井　駿人     

第二泳者 国重　和希     

第三泳者 山田　陽喜     

第四泳者 西村　　凜     

   34.76  1:07.46

   28.29  1:35.75

   28.34  2:04.09

ｲﾏｲ ﾊﾔﾄ    

ｸﾆｼｹﾞ ｶｽﾞｷ 

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ   

ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ    

3  2:04.302/5 トビウオ川内          （ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ    一般

   32.40    32.40第一泳者 坂本　洸太     

第二泳者 三木　隼斗     

第三泳者 武市　将真     

第四泳者 多田　貴資     

   33.74  1:06.14

   31.05  1:37.19

   27.11  2:04.30

ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ   

ﾐｷ ﾊﾔﾄ     

ﾀｹｲﾁ ｼｮｳﾏ  

ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ    

4  2:04.572/4 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ    学童

   32.46    32.46第一泳者 平田　流一     

第二泳者 西川聡一郎      

第三泳者 村上　晴紀     

第四泳者 山田　晃司     

   35.47  1:07.93

   29.83  1:37.76

   26.81  2:04.57

ﾋﾗﾀ ﾙｲ     

ﾆｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ   

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ  

5  2:04.902/8 ＯＫ藍住              （OKｱｲｽﾞﾐ     一般

   33.05    33.05第一泳者 片山　頼翔     

第二泳者 幸田　太一     

第三泳者 立花　準大     

第四泳者 山本　雅久     

   32.29  1:05.34

   31.07  1:36.41

   28.49  2:04.90

ｶﾀﾔﾏ ﾗｲﾄ   

ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ   

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝﾀ

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ   

6  2:05.562/2 ジャパン観            （ｼﾞｬﾊﾟﾝK     学童

   32.70    32.70第一泳者 山口　洋平     

第二泳者 熊谷　旺俊     

第三泳者 岩田　悠雅     

第四泳者 小出　健太     

   34.21  1:06.91

   31.56  1:38.47

   27.09  2:05.56

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 

ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾄｼ 

ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ   

ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀ   

7  2:07.491/5 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    一般

   34.00    34.00第一泳者 三原　一真     

第二泳者 奥野　真央     

第三泳者 高橋　慶亘     

第四泳者 久保　海翔     

   35.30  1:09.30

   28.48  1:37.78

   29.71  2:07.49

ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ   

ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ    

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 

ｸﾎﾞ ｶｲﾄ    
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8  2:07.852/7 ＯＫＳＳ              （OKSS        学童

   31.66    31.66第一泳者 阿部　陽平     

第二泳者 相原　大地     

第三泳者 濵渕　元暉     

第四泳者 西條　颯馬     

   34.16  1:05.82

   32.33  1:38.15

   29.70  2:07.85

ｱﾍﾞ ﾖｳﾍｲ   

ｱｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ  

ﾊﾏﾌﾞﾁ ﾓﾄｷ  

ｻｲｼﾞｮｳ ｿｳﾏ 

9  2:09.112/1 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ     一般

   31.72    31.72第一泳者 山下　素直     

第二泳者 天雲　康徳     

第三泳者 松中　健浩     

第四泳者 川田遼太郎      

   35.90  1:07.62

   31.27  1:38.89

   30.22  2:09.11

ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ   

ﾃﾝｸﾓ ﾔｽﾉﾘ  

ﾏﾂﾅｶ ﾀｹﾋﾛ  

ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

10  2:11.201/4 かしま道後 （ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ） 学童

   34.28    34.28第一泳者 矢野　和尊     

第二泳者 三好　　凛     

第三泳者 井上航太朗      

第四泳者 廣川勇太郎      

   35.22  1:09.50

   31.72  1:41.22

   29.98  2:11.20

ﾔﾉ ﾜﾀﾙ     

ﾐﾖｼ ﾘﾝ     

ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 

ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 

11  2:14.821/3 伊藤ＳＳ （ｲﾄｳSS） 学童

   33.88    33.88第一泳者 島　　心翔     

第二泳者 井上　陽向     

第三泳者 豊福　　楓     

第四泳者 平田宗一郎      

   37.32  1:11.20

   32.69  1:43.89

   30.93  2:14.82

ｼﾏ ｼﾝﾄ     

ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ   

ﾄﾖﾌｸ ｶｴﾃﾞ  

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 
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