
種目別競技結果
競技No: 203.女子  200m 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  1:57.462/4 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC     学童

   27.44    27.44第一泳者 泉　　遥叶     

第二泳者 菊地　真碧     

第三泳者 上田　稀織     

第四泳者 中岡亜依香      

   29.11    56.55

   30.46  1:27.01

   30.45  1:57.46

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ   

ｷｸﾁ ﾏﾐ     

ｳｴﾀﾞ ｷｵﾘ   

ﾅｶｵｶ ｱｲｶ   

2  1:59.682/5 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS     一般

   29.69    29.69第一泳者 大高　美悠     

第二泳者 高橋美沙姫      

第三泳者 市川　亜夢     

第四泳者 野口　里夏     

   29.85    59.54

   30.48  1:30.02

   29.66  1:59.68

ｵｵﾀｶ ﾐﾕ    

ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ   

ｲﾁｶﾜ ｱﾑ    

ﾉｸﾞﾁ ﾘｶ    

3  2:00.062/1 ハッピー阿南          （ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ    学童

   28.71    28.71第一泳者 林　　怜花     

第二泳者 西谷　優花     

第三泳者 大地　彩加     

第四泳者 岡崎　美樹     

   29.33    58.04

   30.72  1:28.76

   31.30  2:00.06

ﾊﾔｼ ﾚｲｶ    

ﾆｼﾀﾆ ﾕｶ    

ｵｵﾁ ｱﾔｶ    

ｵｶｻﾞｷ ﾐｷ   

4  2:00.402/6 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS     学童

   29.14    29.14第一泳者 西山千梨夏      

第二泳者 梅原　千鈴     

第三泳者 山本　佳希     

第四泳者 博田ゆいな      

   29.10    58.24

   31.47  1:29.71

   30.69  2:00.40

ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ   

ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ  

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉ    

ﾊｶﾀ ﾕｲﾅ    

5  2:00.612/7 ZEYO-ST              （ZEYO-ST     学童

   28.64    28.64第一泳者 矢部瀬里香      

第二泳者 野中　彩帆     

第三泳者 秋森　叶羽     

第四泳者 前野　希和     

   31.11    59.75

   30.82  1:30.57

   30.04  2:00.61

ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ    

ﾉﾅｶ ｻﾎ     

ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ    

ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ    

6  2:00.662/2 ジャパン観            （ｼﾞｬﾊﾟﾝK     学童

   27.89    27.89第一泳者 牧野　桜子     

第二泳者 山下　理子     

第三泳者 東　　陽香     

第四泳者 合田　美咲     

   30.82    58.71

   31.35  1:30.06

   30.60  2:00.66

ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ   

ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ    

ｱｽﾞﾏ ﾊﾙｶ   

ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｻｷ  

7  2:00.802/3 クアＳＳ              （ｸｱSS        学童

   29.72    29.72第一泳者 山村　志乃     

第二泳者 田中　隆乃     

第三泳者 赤松　舞音     

第四泳者 尾﨑　綾音     

   29.88    59.60

   30.66  1:30.26

   30.54  2:00.80

ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ    

ﾀﾅｶ ﾀｶﾉ    

ｱｶﾏﾂ ﾏｵ    

ｵｻﾞｷ ｱﾔﾈ   
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8  2:01.282/8 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    学童

   29.82    29.82第一泳者 津島　光希     

第二泳者 大西　裕子     

第三泳者 中津　茉央     

第四泳者 淺田　陽菜     

   30.98  1:00.80

   30.88  1:31.68

   29.60  2:01.28

ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ    

ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ   

ﾅｶﾂ ﾏｵ     

ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾅ   

9  2:03.041/5 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ     一般

   31.21    31.21第一泳者 大島　海咲     

第二泳者 川西　柚葉     

第三泳者 林田　望実     

第四泳者 佐久間麻由      

   31.02  1:02.23

   30.30  1:32.53

   30.51  2:03.04

ｵｵｼﾏ ﾐｻｷ   

ｶﾜﾆｼ ﾕｽﾞﾊ  

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 

ｻｸﾏ ﾏﾕ     

10  2:04.321/4 ハッピー鴨島          （ﾊｯﾋﾟｰｶﾓｼ    学童

   30.14    30.14第一泳者 西田　乃愛     

第二泳者 後藤田真夏      

第三泳者 西田　優愛     

第四泳者 友江　　渚     

   31.10  1:01.24

   31.05  1:32.29

   32.03  2:04.32

ﾆｼﾀﾞ ﾉｱ    

ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾏﾅ  

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｱ   

ﾄﾓｴ ﾅｷﾞｻ   

11  2:04.701/3 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ    学童

   29.99    29.99第一泳者 湯野川汐里      

第二泳者 岸下　沙希     

第三泳者 笠井　穂香     

第四泳者 大山　弓佳     

   30.87  1:00.86

   31.56  1:32.42

   32.28  2:04.70

ﾕﾉｶﾜ ｼｵﾘ   

ｷｼｼﾀ ｻｷ    

ｶｻｲ ﾎﾉｶ    

ｵｵﾔﾏ ﾕﾐｶ   

12  2:07.101/6 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ    学童

   31.74    31.74第一泳者 大池莉理香      

第二泳者 三田　莉子     

第三泳者 松原　千紘     

第四泳者 善木　鈴葉     

   31.76  1:03.50

   32.33  1:35.83

   31.27  2:07.10

ｵｵｲｹ ﾘﾘｶ   

ｻﾝﾀ ﾘｺ     

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ  

ｾﾞﾝｷ ｽｽﾞﾊ  

13  2:09.851/2 伊藤ＳＳ （ｲﾄｳSS） 学童

   31.10    31.10第一泳者 前川　與美     

第二泳者 亀井　未羽     

第三泳者 岡本　彩花     

第四泳者 谷口みなみ      

   31.88  1:02.98

   33.11  1:36.09

   33.76  2:09.85

ﾏｴｶﾜ ﾐﾅﾐ   

ｶﾒｲ ﾐｳ     

ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ   

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ  
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