
種目別競技結果
競技No 26.女子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第48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  2:19.352/5 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS     学童

   36.73    36.73第一泳者 宮﨑　友望      

第二泳者 小島　千音      

第三泳者 伊藤　愛彩      

第四泳者 草鹿日南梨      

   40.41  1:17.14

   30.99  1:48.13

   31.22  2:19.35

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾐ   

ｵｼﾞﾏ ﾈﾈ    

ｲﾄｳ ﾏﾅｻ    

ｸｻｶ ﾋﾅﾘ    

2  2:24.182/4 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    学童

   36.00    36.00第一泳者 占部　磨紀      

第二泳者 山田　　結      

第三泳者 川田まどか      

第四泳者 秋山　りん      

   37.82  1:13.82

   37.10  1:50.92

   33.26  2:24.18

ｳﾗﾍﾞ ﾏｷ    

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ    

ｶﾜﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ  

ｱｷﾔﾏ ﾘﾝ    

3  2:27.572/3 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 学童

   38.66    38.66第一泳者 金田明泉玖      

第二泳者 星田　一華      

第三泳者 森　　　優      

第四泳者 永井　陽菜      

   44.87  1:23.53

   30.40  1:53.93

   33.64  2:27.57

ｶﾈﾀﾞ ｱｽｸ   

ﾎｼﾀ ｲﾁｶ    

ﾓﾘ ﾕｳ      

ﾅｶﾞｲ ﾋﾅ    

4  2:30.722/2 ＯＫＳＳ              （OKSS        学童

   37.19    37.19第一泳者 鈴木　茉子      

第二泳者 渡邉　千晴      

第三泳者 山形　虹心      

第四泳者 若山　愛実      

   41.10  1:18.29

   39.58  1:57.87

   32.85  2:30.72

ｽｽﾞｷ ﾏｺ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ  

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾆｺ   

ﾜｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ  

5  2:30.732/6 フィッタ重信          （ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ    学童

   40.48    40.48第一泳者 田丸　咲花      

第二泳者 神野　心愛      

第三泳者 大石　千尋      

第四泳者 小田　花純      

   39.40  1:19.88

   35.98  1:55.86

   34.87  2:30.73

ﾀﾏﾙ ｴﾐｶ    

ｼﾞﾝﾉ ﾐｱ    

ｵｵｲｼ ﾁﾋﾛ   

ｵﾀﾞ ｶｽﾐ    

6  2:32.011/4 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    学童

   38.83    38.83第一泳者 池内　杏実      

第二泳者 加藤　愛理      

第三泳者 小笠原美帆      

第四泳者 松本　莉巳      

   43.16  1:21.99

   35.85  1:57.84

   34.17  2:32.01

ｲｹｳﾁ ｱｽﾞﾐ  

ｶﾄｳ ｱｲﾘ    

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾎ  

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ    

7  2:32.902/8 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS     学童

   36.91    36.91第一泳者 塩田　橙子      

第二泳者 川西　結心      

第三泳者 安井　凜香      

第四泳者 山田　怜奈      

   41.92  1:18.83

   36.05  1:54.88

   38.02  2:32.90

ｼｵﾀ ﾄｳｺ    

ｶﾜﾆｼ ﾕｲ    

ﾔｽｲ ﾘﾝｶ    

ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾅ    

8  2:33.632/7 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ     学童

   36.74    36.74第一泳者 高津　華帆      

第二泳者 藤田　満帆      

第三泳者 藤田　　雅      

第四泳者 小川　莉來      

   46.07  1:22.81

   37.64  2:00.45

   33.18  2:33.63

ﾀｶﾂ ｶﾎ     

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾎ    

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾔﾋﾞ  

ｵｶﾞﾜ ﾘｺ    
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9  2:33.922/1 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前          （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ    学童

   40.15    40.15第一泳者 渡邊　柚希      

第二泳者 兵頭　杏南      

第三泳者 木村さくら      

第四泳者 此下　栞奈      

   44.33  1:24.48

   33.18  1:57.66

   36.26  2:33.92

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾝﾅ 

ｷﾑﾗ ｻｸﾗ    

ｺﾉｼﾀ ｶﾝﾅ   

10  2:39.941/5 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ    学童

   40.84    40.84第一泳者 野口　佳暖      

第二泳者 重光　由羽      

第三泳者 中村　咲月      

第四泳者 片山心羽音      

   47.92  1:28.76

   38.90  2:07.66

   32.28  2:39.94

ﾉｸﾞﾁ ｶﾉ    

ｼｹﾞﾐﾂ ﾕｳﾊ  

ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ   

ｶﾀﾔﾏ ｺﾊﾈ   

11  2:40.281/3 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS       学童

   41.17    41.17第一泳者 大島　佐彩      

第二泳者 鈴木　美賀      

第三泳者 三宅　那奈      

第四泳者 真鍋　碧衣      

   49.80  1:30.97

   35.06  2:06.03

   34.25  2:40.28

ｵｵｼﾏ ｻｱﾔ   

ｽｽﾞｷ ﾐｶ    

ﾐﾔｹ ﾅﾅ     

ﾏﾅﾍﾞ ｱｵｲ   
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