
種目別競技結果
競技No: 204.男子  200m リレー   タイム決勝

第45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  1:54.242/5 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      学童

   28.02    28.02第一泳者 福田　航平      

第二泳者 山﨑　琢斗      

第三泳者 森　　天良      

第四泳者 小西　啓太      

   28.62    56.64

   27.91  1:24.55

   29.69  1:54.24

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ  

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾄ   

ﾓﾘ ﾀｶﾗ     

ｺﾆｼ ｹｲﾀ    

2  1:56.751/5 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     学童

   28.47    28.47第一泳者 渡邉　悠斗      

第二泳者 原田　陽煌      

第三泳者 柏原　海翔      

第四泳者 亀山　楓樹      

   29.42    57.89

   29.67  1:27.56

   29.19  1:56.75

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ  

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ  

ｶｼﾊﾗ ｶｲﾄ   

ｶﾒﾔﾏ ﾌｳｼﾞｭ 

3  1:56.822/3 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   28.56    28.56第一泳者 村尾　柊人      

第二泳者 魚住　圭史      

第三泳者 占部　顕大      

第四泳者 眞鍋　千駿      

   28.37    56.93

   30.46  1:27.39

   29.43  1:56.82

ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ   

ｳｵｽﾞﾐ ｹｲｼﾞ 

ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀ   

ﾏﾅﾍﾞ ﾁﾊﾔ   

4  1:57.622/6 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     学童

   26.80    26.80第一泳者 山岡　春輝      

第二泳者 幸野　愛永      

第三泳者 山内　淳聖      

第四泳者 江﨑　悠河      

   28.16    54.96

   30.07  1:25.03

   32.59  1:57.62

ﾔﾏｵｶ ﾊﾙｷ   

ｺｳﾉ ﾏﾅﾄ    

ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ

ｴｻﾞｷ ﾕｳｶﾞ  

5  1:58.952/2 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     学童

   27.95    27.95第一泳者 松中　康浩      

第二泳者 中村　将瑛      

第三泳者 尾﨑寅之輔      

第四泳者 清藤　駿介      

   30.89    58.84

   30.20  1:29.04

   29.91  1:58.95

ﾏﾂﾅｶ ﾔｽﾋﾛ  

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 

ｵｻﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 

ｷﾖﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 

6  1:59.232/7 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      学童

   27.41    27.41第一泳者 金田　浩聖      

第二泳者 福田　英寿      

第三泳者 佐藤　　光      

第四泳者 弓立　奏太

   28.72    56.13

   29.71  1:25.84

   33.39  1:59.23

ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ    

ﾕﾀﾞﾃ ｿｳﾀ

7  1:59.471/4 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        学童

   29.26    29.26第一泳者 佐藤　拓翔      

第二泳者 荒木　貴弥      

第三泳者 竹内　大和      

第四泳者 白井　　駿      

   29.74    59.00

   30.24  1:29.24

   30.23  1:59.47

ｻﾄｳ ﾀｸﾄ    

ｱﾗｷ ﾀｶﾔ    

ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ   

ｼﾗｲ ｼｭﾝ    

8  2:00.442/1 ZEYO-ST               （ZEYO-ST      学童

   29.34    29.34第一泳者 安原　優輝      

第二泳者 岩瀬　輝亮      

第三泳者 小松蓮之介      

第四泳者 野島　仁成      

   30.65    59.99

   30.47  1:30.46

   29.98  2:00.44

ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ   

ｲﾜｾ ｺｳｽｹ   

ｺﾏﾂ ﾚﾝﾉｽｹ  

ﾉｼﾞﾏ ﾋﾄﾅﾘ  
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9  2:05.221/3 アズサ松山            （ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ     学童

   31.59    31.59第一泳者 山﨑　創太      

第二泳者 植田　　睦      

第三泳者 石山　千吏      

第四泳者 松田　康生      

   31.69  1:03.28

   32.09  1:35.37

   29.85  2:05.22

ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ   

ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ   

ｲｼﾔﾏ ｾﾝﾘ   

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ  

棄権2/4 ＯＫ藍住              （OKｱｲｽﾞﾐ      学童

第一泳者 大西　祥生      

第二泳者 山本　波瑠      

第三泳者 岡野　翔平      

第四泳者 加地　　歩      

        

        

        

ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ   

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ    

ｵｶﾉ ｼｮｳﾍｲ  

ｶｼﾞ ｱﾙｸ    
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