
種目別競技結果
競技No: 97.女子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第42回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:25.52 2/4 ジャパン観            （ｼﾞｬﾊﾟﾝK      学童

   36.75    36.75第一泳者 金丸　　葵      

第二泳者 千秋　月花      

第三泳者 三宅　咲空      

第四泳者 田渕　愛水      

   42.92  1:19.67

   33.82  1:53.49

   32.03  2:25.52

ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ   

ﾁｱｷ ﾙﾅ     

ﾐﾔｹ ｻﾗ     

ﾀﾌﾞﾁ ｱﾐ    

2  2:25.99 2/5 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   38.58    38.58第一泳者 新開　未菜      

第二泳者 河野真左子      

第三泳者 森川　莉早      

第四泳者 森川　苺奈      

   41.41  1:19.99

   35.27  1:55.26

   30.73  2:25.99

ｼﾝｶﾞｲ ﾐﾅ   

ｺｳﾉ ﾏｻｺ    

ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ    

ﾓﾘｶﾜ ﾓﾅ    

3  2:26.77 2/2 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   37.05    37.05第一泳者 河井　　萌      

第二泳者 池内　有彩      

第三泳者 芝　　怜菜      

第四泳者 二神　麻央      

   40.84  1:17.89

   35.96  1:53.85

   32.92  2:26.77

ｶﾜｲ ﾓｴ     

ｲｹｳﾁ ｱﾘｻ   

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ   

4  2:27.46 2/3 ＪＳＳ高知            （JSSｺｳﾁ       学童

   38.60    38.60第一泳者 室　　杏梨      

第二泳者 竹内　梨珠      

第三泳者 岩瀬　夕楓      

第四泳者 仁井　心晴      

   42.54  1:21.14

   34.41  1:55.55

   31.91  2:27.46

ﾑﾛ ｱﾝﾘ     

ﾀｹｳﾁ ﾘｼﾞｭ  

ｲﾜｾ ﾕｳｶ    

ﾆｲ ｺｺﾊ     

5  2:29.951/5 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        学童

   36.23    36.23第一泳者 林　　叶華      

第二泳者 篠原　瑠花      

第三泳者 大林　妃亜      

第四泳者 稲田なつめ      

   43.50  1:19.73

   35.38  1:55.11

   34.84  2:29.95

ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ   

ｼﾉﾊﾗ ﾙｶ    

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｱ 

ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂﾒ   

6  2:31.81 2/7 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   38.85    38.85第一泳者 赤尾　美澄      

第二泳者 藤岡　　凛      

第三泳者 戎森かんな      

第四泳者 樋口　澪唯      

   44.44  1:23.29

   33.95  1:57.24

   34.57  2:31.81

ｱｶｵ ﾐｽﾐ    

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ   

ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ 

ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ    

7  2:32.24 2/6 トビウオ川内          （ﾄﾋﾞｳｵｶﾜｳ     学童

   39.73    39.73第一泳者 作本　莉心      

第二泳者 向井　朱莉      

第三泳者 青山明日香      

第四泳者 辻　友梨香      

   39.10  1:18.83

   38.47  1:57.30

   34.94  2:32.24

ｻｸﾓﾄ ﾘｺ    

ﾑｶｲ ｼｭﾘ    

ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ   

ﾂｼﾞ ﾕﾘｶ    

8  2:33.371/3 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     学童

   36.53    36.53第一泳者 西川　　葵      

第二泳者 吉田　　恵      

第三泳者 綾　彩凡子      

第四泳者 原村　陽菜      

   44.21  1:20.74

   37.00  1:57.74

   35.63  2:33.37

ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ   

ﾖｼﾀﾞ ｹｲ    

ｱﾔ ｻﾎｺ     

ﾊﾗﾑﾗ ﾊﾙﾅ   
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9  2:35.731/4 ＯＫＳＳ              （OKSS         学童

   38.54    38.54第一泳者 小川　くら      

第二泳者 浜田　彩未      

第三泳者 泰地　彩良      

第四泳者 宇山　吉野      

   45.52  1:24.06

   38.75  2:02.81

   32.92  2:35.73

ｵｶﾞﾜ ｸﾗ    

ﾊﾏﾀﾞ ｱﾐ    

ﾀｲﾁ ｱﾔﾐ    

ｳﾔﾏ ﾖｼﾉ    

10  2:37.35 2/1 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      学童                           

   40.12    40.12

                        

第一泳者 川染　怜花      

第二泳者 飯間　彩葉      

第三泳者 戸上和香子      

第四泳者 牛田　百花      

   44.54  1:24.66

   37.83  2:02.49

   34.86  2:37.35

ｶﾜｿﾒ ﾚｲｶ   

ｲｲﾏ ｲﾛﾊ    

ﾄｶﾞﾐ ﾜｶｺ   

ｳｼﾀﾞ ﾓﾓｶ   
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