
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  2:09.992/4 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   33.28    33.28第一泳者 淀谷　　希      

第二泳者 新谷　陽那      

第三泳者 中西　美優      

第四泳者 三原　彩姫      

   36.99  1:10.27

   29.67  1:39.94

   30.05  2:09.99

ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ  

ｼﾝﾀﾆ ﾋﾅ    

ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ   

ﾐﾊﾗ ｱﾔﾒ    

2  2:10.792/5 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     学童

   33.38    33.38第一泳者 秋山　海音      

第二泳者 半明　茉倫      

第三泳者 高畠　優花      

第四泳者 宮本　紗帆      

   36.69  1:10.07

   30.62  1:40.69

   30.10  2:10.79

ｱｷﾔﾏ ｱﾏﾈ   

ﾊﾝﾐｮｳ ﾏﾘﾝ  

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｶ 

ﾐﾔﾓﾄ ｻﾎ    

3  2:11.872/7 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      学童

   34.23    34.23第一泳者 千秋　月花      

第二泳者 山本　更紗      

第三泳者 大平　彩月      

第四泳者 岩本　羽未      

   35.26  1:09.49

   32.30  1:41.79

   30.08  2:11.87

ﾁｱｷ ﾙﾅ     

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾗｻ   

ｵｵﾋﾗ ｱｻｷﾞ  

ｲﾜﾓﾄ ｳﾐ    

4  2:11.882/6 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   35.00    35.00第一泳者 大川　心暖      

第二泳者 芝　　怜菜      

第三泳者 上田　　凛      

第四泳者 大塚みらい      

   36.41  1:11.41

   31.14  1:42.55

   29.33  2:11.88

ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ   

ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ    

ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ    

ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ   

5  2:12.742/3 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS      一般

   31.51    31.51第一泳者 大高千代子      

第二泳者 三橋　美羽      

第三泳者 越智あいら      

第四泳者 古瀬　優衣      

   39.84  1:11.35

   32.04  1:43.39

   29.35  2:12.74

ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ   

ﾐﾂﾊｼ ﾐｳ    

ｵﾁ ｱｲﾗ     

ﾌﾙｾ ﾕｲ     

6  2:12.792/2 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     一般

   33.79    33.79第一泳者 横田　美翼      

第二泳者 小野　梓紗      

第三泳者 林　ゆり子      

第四泳者 黒川　史織      

   35.99  1:09.78

   31.56  1:41.34

   31.45  2:12.79

ﾖｺﾀ ﾐﾊﾈ    

ｵﾉ ｱｽﾞｻ    

ﾊﾔｼ ﾕﾘｺ    

ｸﾛｶﾜ ｼｵﾘ   

7  2:15.282/8 ＯＫＳＳ              （OKSS         一般

   34.81    34.81第一泳者 青山明日香      

第二泳者 浜田　彩未      

第三泳者 泰地　彩良      

第四泳者 高田　海愛      

   38.49  1:13.30

   32.56  1:45.86

   29.42  2:15.28

ｱｵﾔﾏ ｱｽｶ   

ﾊﾏﾀﾞ ｱﾐ    

ﾀｲﾁ ｱﾔﾐ    

ﾀｶﾀﾞ ﾐｱ    

8  2:15.561/5 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      学童

   33.30    33.30第一泳者 松井　遥南      

第二泳者 小島　百桃      

第三泳者 栗山　陽菜      

第四泳者 明神　咲来      

   39.36  1:12.66

   32.56  1:45.22

   30.34  2:15.56

ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ    

ｵｼﾞﾏ ﾓﾓ    

ｸﾘﾔﾏ ﾕﾅ    

ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻﾗ  
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9  2:15.771/7 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        学童

   33.59    33.59第一泳者 篠原　瑠花      

第二泳者 大久保莉子      

第三泳者 宮武　夢佳      

第四泳者 冨田　悠花      

   39.49  1:13.08

   32.23  1:45.31

   30.46  2:15.77

ｼﾉﾊﾗ ﾙｶ    

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｺ   

ﾐﾔﾀｹ ﾕﾒｶ   

ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ    

10  2:16.141/4 ハッピー阿南          （ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ     一般

   33.78    33.78第一泳者 山口　叶音      

第二泳者 山本　果琳      

第三泳者 篠原　小粋      

第四泳者 竹内　桜杏      

   37.60  1:11.38

   34.85  1:46.23

   29.91  2:16.14

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ  

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ   

ｼﾉﾊﾗ ｺｲｷ   

ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗ   

11  2:18.091/8 アサンＳＣ            （ｱｻﾝｽﾎﾟｰﾂ     一般

   37.14    37.14第一泳者 加集　優実      

第二泳者 福永　万琴      

第三泳者 吉岡まなつ      

第四泳者 福永　凜乃      

   39.04  1:16.18

   33.09  1:49.27

   28.82  2:18.09

ｶｼｭｳ ﾏｻﾐ   

ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ  

ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾂ   

ﾌｸﾅｶﾞ ﾘﾉ   

12  2:18.121/3 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      学童

   33.17    33.17第一泳者 岡　　柚希      

第二泳者 烏谷　理希      

第三泳者 尾上　未來      

第四泳者 新名　祐依      

   37.90  1:11.07

   34.91  1:45.98

   32.14  2:18.12

ｵｶ ﾕｽﾞｷ    

ｶﾗｽﾀﾞﾆ ﾘｷ  

ｵﾉｴ ﾐｸ     

ｼﾝﾐｮｳ ﾕｲ   

13  2:18.531/1 マコトSC双葉          （ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ      学童

   34.25    34.25第一泳者 髙田　夏帆      

第二泳者 伊藤菜々海      

第三泳者 藤原　愛菜      

第四泳者 水田結依子      

   38.00  1:12.25

   36.50  1:48.75

   29.78  2:18.53

ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ    

ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ    

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾅ  

ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ   

14  2:18.842/1 八幡浜ＳＣ            （ﾔﾜﾀﾊﾏSC      学童

   34.98    34.98第一泳者 井上日菜子      

第二泳者 岡本　未来      

第三泳者 石井　　和      

第四泳者 大竹　殊生      

   38.65  1:13.63

   35.66  1:49.29

   29.55  2:18.84

ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ   

ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ   

ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ   

ｵｵﾀｹ ｼｭｷ   

15  2:20.191/6 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   37.66    37.66第一泳者 清家　美羽      

第二泳者 大谷　心咲      

第三泳者 西岡奈津樹      

第四泳者 三島　綾乃      

   39.03  1:16.69

   32.09  1:48.78

   31.41  2:20.19

ｾｲｹ ﾐｳ     

ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ   

ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ   

ﾐｼﾏ ｱﾔﾉ    

16  2:20.641/2 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ              （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     学童

   35.85    35.85第一泳者 釘宮　遥花      

第二泳者 大石　晶夢      

第三泳者 勝木　心晴      

第四泳者 豊田明歩実      

   39.46  1:15.31

   34.01  1:49.32

   31.32  2:20.64

ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ  

ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ   

ｶﾂｷ ｺﾊﾙ    

ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ    
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