
種目別競技結果
競技No: 203.女子  200m リレー   タイム決勝

第44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  1:53.882/4 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     学童

   27.93    27.93第一泳者 大林　妃亜      

第二泳者 西川　　葵      

第三泳者 綾　彩凡子      

第四泳者 金丸　　葵      

   28.04    55.97

   29.02  1:24.99

   28.89  1:53.88

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｱ 

ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ   

ｱﾔ ｻﾎｺ     

ｶﾅﾏﾙ ｱｵｲ   

2  1:58.612/3 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   29.26    29.26第一泳者 中西　美優      

第二泳者 三原　彩姫      

第三泳者 森川　苺奈      

第四泳者 森川　莉早      

   31.20  1:00.46

   29.79  1:30.25

   28.36  1:58.61

ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ   

ﾐﾊﾗ ｱﾔﾒ    

ﾓﾘｶﾜ ﾓﾅ    

ﾓﾘｶﾜ ﾘｻ    

3  1:59.431/4 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   29.83    29.83第一泳者 芝　　怜菜      

第二泳者 河井　　萌      

第三泳者 上田　　凛      

第四泳者 二神　麻央      

   29.99    59.82

   30.54  1:30.36

   29.07  1:59.43

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ｶﾜｲ ﾓｴ     

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ    

ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｵ   

4  1:59.672/6 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      一般

   29.09    29.09第一泳者 三宅　咲空      

第二泳者 田渕　愛水      

第三泳者 山本　更紗      

第四泳者 千秋　月花      

   29.92    59.01

   30.33  1:29.34

   30.33  1:59.67

ﾐﾔｹ ｻﾗ     

ﾀﾌﾞﾁ ｱﾐ    

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗｻ   

ﾁｱｷ ﾙﾅ     

5  1:59.852/7 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     学童

   29.89    29.89第一泳者 秋山　海音      

第二泳者 菅　　陽香      

第三泳者 高畠　優花      

第四泳者 佐久間祥子      

   30.02    59.91

   30.16  1:30.07

   29.78  1:59.85

ｱｷﾔﾏ ｱﾏﾈ   

ｽｶﾞ ﾊﾙｶ    

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｶ 

ｻｸﾏ ｼｮｳｺ   

6  2:01.142/2 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS      学童

   29.87    29.87第一泳者 水田　恵那      

第二泳者 大高千代子      

第三泳者 池田　梨乃      

第四泳者 原渕　心春      

   30.54  1:00.41

   30.59  1:31.00

   30.14  2:01.14

ﾐｽﾞﾀ ｴﾅ    

ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ   

ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ    

ﾊﾗﾌﾞﾁ ｺﾊﾙ  

7  2:01.172/5 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   29.93    29.93第一泳者 西岡　泉美      

第二泳者 白方　彩恵      

第三泳者 中野　　優      

第四泳者 高内　七海      

   30.00    59.93

   30.85  1:30.78

   30.39  2:01.17

ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ  

ｼﾗｶﾀ ｻｱﾔ   

ﾅｶﾉ ﾕｳ     

ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ   

8  2:02.451/6 ハッピー阿南          （ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ     学童

   30.23    30.23第一泳者 守野　穂香      

第二泳者 竹内　桜杏      

第三泳者 山本　果琳      

第四泳者 徳永　海希      

   30.98  1:01.21

   30.86  1:32.07

   30.38  2:02.45

ﾓﾘﾉ ﾎﾉｶ    

ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗ   

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ   

ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｷ   
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9  2:02.631/5 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        一般

   29.36    29.36第一泳者 林　　叶華      

第二泳者 篠原　瑠花      

第三泳者 稲田なつめ      

第四泳者 冨田　悠花      

   30.19    59.55

   31.22  1:30.77

   31.86  2:02.63

ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ   

ｼﾉﾊﾗ ﾙｶ    

ｲﾅﾀﾞ ﾅﾂﾒ   

ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ    

10  2:03.932/8 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     学童

   29.71    29.71第一泳者 成合　真実      

第二泳者 大藪　真海      

第三泳者 安西　十胡      

第四泳者 小野　梓紗      

   32.05  1:01.76

   31.31  1:33.07

   30.86  2:03.93

ﾅﾘｱｲ ﾏﾅﾐ   

ｵｵﾔﾌﾞ ﾏﾐ   

ｱﾝｻﾞｲ ﾄｺ   

ｵﾉ ｱｽﾞｻ    

11  2:05.072/1 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      学童

   30.38    30.38第一泳者 山本　礼羅      

第二泳者 平　ひなた      

第三泳者 長野　亜音      

第四泳者 濵田　美優      

   31.34  1:01.72

   31.64  1:33.36

   31.71  2:05.07

ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾗ   

ﾀｲﾗ ﾋﾅﾀ    

ﾅｶﾞﾉ ｱﾈ    

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾕ    

12  2:06.641/3 フィッタ松山C         （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     一般

   30.47    30.47第一泳者 西岡奈津樹      

第二泳者 立川　千紘      

第三泳者 樋口　澪唯      

第四泳者 藤岡　　凛      

   33.61  1:04.08

   31.57  1:35.65

   30.99  2:06.64

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ   

ﾀﾃｶﾜ ﾁﾋﾛ   

ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ    

ﾌｼﾞｵｶ ﾘﾝ   
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