
種目別競技結果
競技No 27.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

11～12歳
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:08.242/4 ＯＫＳＳ              （OKSS         学童

   31.50    31.50第一泳者 井坂　心緒      

第二泳者 大村　葉音      

第三泳者 井川　愛心      

第四泳者 鈴木　陽芽      

   37.42  1:08.92

   30.21  1:39.13

   29.11  2:08.24

ｲｻｶ ﾐｵ      

ｵｵﾑﾗ ﾊﾉﾝ    

ｲｶﾜ ｱｺ      

ｽｽﾞｷ ﾋﾒ     

2  2:10.392/5 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      学童

   33.23    33.23第一泳者 真鍋　颯希      

第二泳者 矢野　心望      

第三泳者 藤田　　楓      

第四泳者 藤田　　蒼      

   37.67  1:10.90

   31.06  1:41.96

   28.43  2:10.39

ﾏﾅﾍﾞ ｻﾂｷ    

ﾔﾉ ﾐﾓ       

ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ   

ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ    

3  2:11.512/3 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童

   34.70    34.70第一泳者 星山　心結      

第二泳者 得永　法花      

第三泳者 乃万　美嘉      

第四泳者 西田　瑚雪      

   36.34  1:11.04

   31.26  1:42.30

   29.21  2:11.51

ﾎｼﾔﾏ ｺﾅ     

ﾄｸﾅｶﾞ ﾎﾉｶ   

ﾉﾏ ﾐｶ       

ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ    

4  2:11.692/2 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     一般

   33.90    33.90第一泳者 吉田　　桜      

第二泳者 土井　美来      

第三泳者 引田　杏香      

第四泳者 松田　奈々      

   36.96  1:10.86

   30.37  1:41.23

   30.46  2:11.69

ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ    

ﾄﾞｲ ﾐﾗｲ     

ﾋｹﾀ ｷｮｳｶ    

ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ     

5  2:12.032/6 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 学童

   34.14    34.14第一泳者 二宮　花音      

第二泳者 深川　花夏      

第三泳者 岡本　彩花      

第四泳者 山林　美貴      

   37.35  1:11.49

   31.74  1:43.23

   28.80  2:12.03

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ    

ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ    

ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ    

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾐｷ   

6  2:12.841/2 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      学童

   33.87    33.87第一泳者 伊藤　妃彩      

第二泳者 野田　明愛      

第三泳者 遠藤　れな      

第四泳者 酒井　晴加      

   35.48  1:09.35

   33.90  1:43.25

   29.59  2:12.84

ｲﾄｳ ﾋｲﾛ     

ﾉﾀﾞ ﾒｲｱ     

ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ    

ｻｶｲ ﾊﾙｶ     

7  2:13.271/3 ＯＫ脇町              （OKﾜｷﾏﾁ       学童

   36.08    36.08第一泳者 廣川　心音      

第二泳者 細井　美遥      

第三泳者 中野心柚奈      

第四泳者 金川　麻奈      

   35.65  1:11.73

   30.44  1:42.17

   31.10  2:13.27

ﾋﾛｶﾜ ｺｺﾈ    

ﾎｿｲ ﾐﾊﾙ     

ﾅｶﾉ ﾐﾕﾅ     

ｶﾅｶﾞﾜ ﾏﾅ    

8  2:13.541/5 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     一般

   34.69    34.69第一泳者 渡邉　美園      

第二泳者 山根　莉都      

第三泳者 川井　千綾      

第四泳者 濱田　萌心      

   37.89  1:12.58

   31.88  1:44.46

   29.08  2:13.54

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｿﾉ   

ﾔﾏﾈ ﾘﾄ      

ｶﾜｲ ﾁｱﾔ     

ﾊﾏﾀﾞ ﾓｺ     
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9  2:15.262/7 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     学童

   31.65    31.65第一泳者 西村　柚希      

第二泳者 辰己　和奏      

第三泳者 石川　千紘      

第四泳者 英　　瑞希      

   38.72  1:10.37

   32.71  1:43.08

   32.18  2:15.26

ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞｷ   

ﾀﾂﾐ ﾜｶﾅ     

ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ    

ﾊﾅﾌﾞｻ ﾐｽﾞｷ  

10  2:16.541/6 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      学童

   31.37    31.37第一泳者 尾上　鈴奈      

第二泳者 佐藤　千恵      

第三泳者 中浴　美優      

第四泳者 杉田　　結      

   42.50  1:13.87

   33.58  1:47.45

   29.09  2:16.54

ｵﾉｴ ﾚﾅ      

ｻﾄｳ ﾁｴ      

ﾅｶｻｺ ﾐﾕ     

ｽｷﾞﾀ ﾕｲ     

11  2:16.551/4 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前          （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     学童

   35.59    35.59第一泳者 忽那　風香      

第二泳者 黒田　　菫      

第三泳者 内藤　結華      

第四泳者 藤本　結香      

   38.20  1:13.79

   32.50  1:46.29

   30.26  2:16.55

ｸﾂﾅ ﾌｳｶ     

ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾚ    

ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ    

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ   

12  2:18.321/7 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   32.55    32.55第一泳者 秀野　　葵      

第二泳者 松岡　茉那      

第三泳者 井上　心稟      

第四泳者 山本　　実      

   41.16  1:13.71

   33.52  1:47.23

   31.09  2:18.32

ｼｭｳﾉ ｱｵｲ    

ﾏﾂｵｶ ﾏﾅ     

ｲﾉｳｴ ｺｺﾘ    

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ    

13  2:19.782/1 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   35.95    35.95第一泳者 近藤　千尋      

第二泳者 和島　来実      

第三泳者 池田　未羽      

第四泳者 細川　初希      

   41.88  1:17.83

   32.72  1:50.55

   29.23  2:19.78

ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ   

ﾜｼﾞﾏ ｸﾙﾐ    

ｲｹﾀﾞ ﾐｳ     

ﾎｿｶﾜ ﾊﾂﾞｷ   

14  2:22.702/8 ＪＳＳ高知            （JSSｺｳﾁ       学童

   38.61    38.61第一泳者 出原　夕愛      

第二泳者 中村　涼楓      

第三泳者 吉川　和加      

第四泳者 大﨑　二葉      

   38.84  1:17.45

   34.43  1:51.88

   30.82  2:22.70

ﾃﾞﾊﾗ ﾕｱ     

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ   

ﾖｼｶﾜ ﾜｶ     

ｵｵｻｷ ﾌﾀﾊﾞ   
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