
種目別競技結果
競技No: 99.女子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第43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  2:07.052/4 ジャパン高松         （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    学童

   34.07    34.07第一泳者
新開　未菜     

第二泳者
大井　希莉     

第三泳者
森川　莉早     

第四泳者
會田　吉音     

   33.57  1:07.64

   31.09  1:38.73

   28.32  2:07.05

ｼﾝｶﾞｲ ﾐﾅ   

ｵｵｲ ｷﾘ     

ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ    

ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾉ   

2  2:08.162/6 五百木ＳＣ           （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    一般

   33.77    33.77第一泳者
桑村　希海     

第二泳者
芝　　咲菜     

第三泳者
上田　　奏     

第四泳者
沼野佑未華     

   35.81  1:09.58

   28.67  1:38.25

   29.91  2:08.16

ｸﾜﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ  

ｼﾊﾞ ｻｷﾅ    

ｳｴﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ  

ﾇﾏﾉ ﾕﾐｶ    

3  2:08.232/3 ジャパン観           （ｼﾞｬﾊﾟﾝK     学童

   33.68    33.68第一泳者
三宅　咲空     

第二泳者
高橋　実子     

第三泳者
小西　加恋     

第四泳者
金丸　　葵     

   34.76  1:08.44

   29.45  1:37.89

   30.34  2:08.23

ﾐﾔｹ ｻﾗ     

ﾀｶﾊｼ ﾐｺ    

ｺﾆｼ ｶﾚﾝ    

ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ   

4  2:09.592/5 ＯＫＳＳ             （OKSS        学童

   31.43    31.43第一泳者
三久　翠子     

第二泳者
沖津　悠奈     

第三泳者
山本　和花     

第四泳者
浜田　萌衣     

   35.70  1:07.13

   32.15  1:39.28

   30.31  2:09.59

ﾐｷｭｳ ｽｲｺ   

ｵｷﾂ ﾕｳﾅ    

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ  

ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲ    

5  2:09.922/2 ZEYO-ST              （ZEYO-ST     学童

   33.88    33.88第一泳者
平山　世織     

第二泳者
西ノ内春々     

第三泳者
岩瀬　夕楓     

第四泳者
吉本　涼風     

   34.27  1:08.15

   31.03  1:39.18

   30.74  2:09.92

ﾋﾗﾔﾏ ｾｵﾘ   

ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ  

ｲﾜｾ ﾕｳｶ    

ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｶ  

6  2:14.832/7 伊藤ＳＳ             （ｲﾄｳSS       一般

   33.86    33.86第一泳者
山﨑ひかる     

第二泳者
搆口　美颯     

第三泳者
荒木　紗弥     

第四泳者
林　　叶華     

   40.37  1:14.23

   31.37  1:45.60

   29.23  2:14.83

ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ   

ｶﾏｴｸﾞﾁ ﾐﾊﾔ 

ｱﾗｷ ｻﾔ     

ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ   

7  2:17.951/3 南海ＤＣ             （ﾅﾝｶｲDC      学童

   34.50    34.50第一泳者
白方　彩恵     

第二泳者
片山瑠々花     

第三泳者
中野　　優     

第四泳者
宮内結衣子     

   39.85  1:14.35

   32.55  1:46.90

   31.05  2:17.95

ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ   

ｶﾀﾔﾏ ﾙﾙｶ   

ﾅｶﾉ ﾕｳ     

ﾐﾔｳﾁ ﾕｲｺ   

8  2:19.211/5 サンダーＳＳ         （ｻﾝﾀﾞｰSS     一般

   35.75    35.75第一泳者
水田　恵那     

第二泳者
鎌田　菜月     

第三泳者
三橋　陽菜     

第四泳者
植村　桃子     

   39.43  1:15.18

   32.22  1:47.40

   31.81  2:19.21

ﾐｽﾞﾀ ｴﾅ    

ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ   

ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ    

ｳｴﾑﾗ ﾓﾓｺ   

Seiko Swimming Results System powered by Swim Team EHIME



種目別競技結果
競技No: 99.女子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第43回ＪＳＣＡ新年フェスティバル水泳競技大会

9  2:19.291/4 ジャパン丸亀         （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ    学童

   35.10    35.10第一泳者
大東　莉緒     

第二泳者
佐久間祥子     

第三泳者
芳本　　望     

第四泳者
真鍋　香織     

   38.88  1:13.98

   33.88  1:47.86

   31.43  2:19.29

ｵｵﾋｶﾞｼ ﾘｵ  

ｻｸﾏ ｼｮｳｺ   

ﾖｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ  

ﾏﾅﾍﾞ ｶｵﾘ   

10  2:20.292/1 ＪＳＳ高知           （JSSｺｳﾁ      一般

   35.11    35.11第一泳者
山脇麻友香     

第二泳者
池田　愛海     

第三泳者
仁井　心晴     

第四泳者
高橋　乙華     

   38.90  1:14.01

   31.99  1:46.00

   34.29  2:20.29

ﾔﾏﾜｷ ﾏﾕｶ   

ｲｹﾀﾞ ｱﾐ    

ﾆｲ ｺｺﾊ     

ﾀｶﾊｼ ｵﾄｶ   
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