
種目別競技結果
競技No: 102.男子  400m 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

13～14歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m 100m

1  3:57.012/4 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     中学

   28.70    58.96    58.96第一泳者 長野　　巧      

第二泳者 花車　　優      

第三泳者 綾　　崇稀      

第四泳者 清藤　大樹      

   29.27  1:02.35  2:01.31

   27.28    58.21  2:59.52

   27.04    57.49  3:57.01

ﾅｶﾞﾉ ｺｳ     

ﾊﾅｸﾞﾙﾏ ﾕｳ   

ｱﾔ ﾀｶｷ      

ｷﾖﾄｳ ﾀﾞｲｷ   

2  4:09.252/5 石原ＳＣ              （ｲｼﾊﾗ         中学

   30.77  1:04.02  1:04.02第一泳者 大内　一晟      

第二泳者 薬師寺康輔      

第三泳者 荻原　和樹      

第四泳者 安田健太朗      

   31.77  1:07.62  2:11.64

   28.17  1:00.68  3:12.32

   27.07    56.93  4:09.25

ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ   

ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ  

ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ  

ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  

3  4:11.182/3 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     中学

   31.95  1:06.69  1:06.69第一泳者 表　　準也      

第二泳者 藤阪　虹都      

第三泳者 国重　輝樹      

第四泳者 白川　大登      

   32.00  1:08.77  2:15.46

   28.34  1:00.96  3:16.42

   26.10    54.76  4:11.18

ｵﾓﾃ ｼﾞｭﾝﾔ   

ﾌｼﾞｻｶ ｺｳﾄ   

ｸﾆｼｹﾞ ﾃﾙｷ   

ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾄ    

4  4:14.152/6 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS      中学

   31.57  1:05.90  1:05.90第一泳者 田代　玲士      

第二泳者 河村　龍一      

第三泳者 中山慎之助      

第四泳者 赤松　　蒼      

   32.06  1:08.64  2:14.54

   28.37  1:00.87  3:15.41

   27.64    58.74  4:14.15

ﾀｼﾛ ﾚｲｼﾞ    

ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ  

ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ  

ｱｶﾏﾂ ｿｳ     

5  4:15.732/1 伊藤ＳＳ （ｲﾄｳSS） 中学

   32.49  1:05.45  1:05.45第一泳者 松浦　郁也      

第二泳者 篠原　颯杜      

第三泳者 宮瀧　　陸      

第四泳者 松野　光希      

   32.62  1:09.41  2:14.86

   28.31  1:01.33  3:16.19

   27.68    59.54  4:15.73

ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾔ    

ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ    

ﾐﾔﾀｷ ﾘｸ     

ﾏﾂﾉ ｺｳｷ     

6  4:16.17 1/4 コナミ高知 （ｺﾅﾐｺｳﾁ） 中学                         

         1:03.91  1:03.91                         第一泳者 土居　侑矢      

第二泳者 渋谷　勇樹      

第三泳者 坂本　優大      

第四泳者 宗石　永遠      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:16.17

ﾄﾞｲ ﾕｳﾔ     

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ    

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ  

ﾑﾈｲｼ ﾄﾜ     

7  4:21.65 1/6 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      中学                         

         1:04.10  1:04.10                         第一泳者 田村　真哉      

第二泳者 西山　湧也      

第三泳者 中澤　昂希      

第四泳者 光森　　白      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:21.65

ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ     

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ    

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ   

ﾐﾂﾓﾘ ﾊｸ     
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8  4:23.012/8 瀬戸内温泉            （ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ     中学

   31.87  1:05.79  1:05.79第一泳者 菅　　海斗      

第二泳者 菊池　　颯      

第三泳者 白石　忠弥      

第四泳者 村上　颯斗      

   34.67  1:15.03  2:20.82

   28.70  1:01.68  3:22.50

   28.45  1:00.51  4:23.01

ｶﾝ ｶｲﾄ      

ｷｸﾁ ﾊﾔﾃ     

ｼﾗｲｼ ﾁｭｳﾔ   

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ    

9  4:23.57 1/5 ＪＳＳ高知            （JSSｺｳﾁ       中学                         

         1:09.02  1:09.02                         第一泳者 山西　正悟      

第二泳者 濱口　皐大      

第三泳者 北川　真生      

第四泳者 新階琉ノ介      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:23.57

ﾔﾏﾆｼ ｼｮｳｺﾞ  

ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 

ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ   

ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ

10  4:24.302/7 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      中学

   30.92  1:04.05  1:04.05第一泳者 伊藤　　駿      

第二泳者 森田　瑠海      

第三泳者 村上　一成      

第四泳者 北岡　玲男      

   35.27  1:14.97  2:19.02

   29.46  1:03.20  3:22.22

   29.27  1:02.08  4:24.30

ｲﾄｳ ｼｭﾝ     

ﾓﾘﾀ ﾙｶ      

ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾅﾘ  

ｷﾀｵｶ ﾚｵ     

11  4:28.47 1/1 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     中学                         

         1:09.67  1:09.67                         第一泳者 小松　俊之      

第二泳者 千葉　瑛司      

第三泳者 森　　文弥      

第四泳者 宮武　海渡      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:28.47

ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ    

ﾁﾊﾞ ｴｲｼﾞ    

ﾓﾘ ﾌﾐﾔ      

ﾐﾔﾀｹ ｶｲﾄ    

12  4:32.35 1/7 トビウオ川内          （ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ     中学                         

         1:14.67  1:14.67                         第一泳者 新宮　広大      

第二泳者 宮本　康平      

第三泳者 合田　陽大      

第四泳者 十川　諒太      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:32.35

ﾆｲﾐﾔ ｺｳﾀﾞｲ  

ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ   

ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾅﾀ   

ｿｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ   

13  4:39.17 1/8 南海朝生田            （ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ     中学                         

         1:17.75  1:17.75                         第一泳者 植田　悠大      

第二泳者 青木　　涼      

第三泳者 田口　彼威      

第四泳者 宇都宮蒼史      

******** ********         

******** ********         

******** ********  4:39.17

ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ  

ｱｵｷ ﾘｮｳ     

ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ    

ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ   

失格1/2 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      中学

                        第一泳者 熊野　絢太      

第二泳者 鎌野　　翼      

第三泳者 福西　亮介      

第四泳者 大島　拓海      

                

                

                

ｸﾏﾉ ｹﾝﾀ     

ｶﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ    

ﾌｸﾆｼ ﾘｮｳｽｹ  

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾐ    
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