
種目別競技結果
競技No 86.男子  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  1:58.852/5 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     学童 四国新                     

   28.21    28.21 四国新                  第一泳者 平田　統也      

第二泳者 福江　結太      

第三泳者 前場　　奏      

第四泳者 榊　　武留      

   32.20  1:00.41

   30.44  1:30.85

   28.00  1:58.85

ﾋﾗﾀ ﾄｳﾔ     

ﾌｸｴ ﾕｳﾀ     

ﾏｴﾊﾞ ｶﾅﾃﾞ   

ｻｶｷ ﾀｹﾙ     

2  1:59.282/4 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   30.90    30.90第一泳者 髙岡　　奏      

第二泳者 稲垣　結仁      

第三泳者 德田　崇真      

第四泳者 土居純一郎      

   34.01  1:04.91

   27.22  1:32.13

   27.15  1:59.28

ﾀｶｵｶ ｿｳ     

ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ  

ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾏ    

ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

3  2:03.502/3 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前          （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     一般

   31.65    31.65第一泳者 大森　真慶      

第二泳者 大石　陵雅      

第三泳者 小松　久人      

第四泳者 長野　愛斗      

   33.22  1:04.87

   29.01  1:33.88

   29.62  2:03.50

ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ   

ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ  

ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ     

ﾅｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ    

4  2:06.062/2 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     学童

   33.39    33.39第一泳者 長谷　佳樹      

第二泳者 山津　恵汰      

第三泳者 山内　湊詞      

第四泳者 杉原　歳芽      

   35.20  1:08.59

   28.98  1:37.57

   28.49  2:06.06

ﾊｾ ﾖｼｷ      

ﾔﾏﾂ ｹｲﾀ     

ﾔﾏｳﾁ ｿｳｼ    

ｽｷﾞﾊﾗ ｾｲｶﾞ  

5  2:06.102/7 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      学童

   28.24    28.24 四国新                  第一泳者 川田琉空斗      

第二泳者 三善　大煌      

第三泳者 山下　斗真      

第四泳者 佐野　悠陽      

   32.33  1:00.57

   34.51  1:35.08

   31.02  2:06.10

ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ     

ﾐﾖｼ ﾀﾞｲｷ    

ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾏ    

ｻﾉ ﾕｳﾋ      

6  2:07.062/1 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     学童

   29.83    29.83第一泳者 中村　光希      

第二泳者 秋山宗史朗      

第三泳者 倉橋　龍世      

第四泳者 植木　優翔      

   36.54  1:06.37

   31.68  1:38.05

   29.01  2:07.06

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ    

ｱｷﾔﾏ ｿｳｼﾛｳ  

ｸﾗﾊｼ ﾘｭｳｾｲ  

ｳｴｷ ﾕｳﾄ     

7  2:08.012/6 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        学童

   30.95    30.95第一泳者 白井　　惺      

第二泳者 川上　智輝      

第三泳者 朝倉　心温      

第四泳者 奈良　泰助      

   36.90  1:07.85

   31.91  1:39.76

   28.25  2:08.01

ｼﾗｲ ｻﾄﾙ     

ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｷ    

ｱｻｸﾗ ｼｵﾝ    

ﾅﾗ ﾀｲｽｹ     

8  2:08.282/8 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   33.87    33.87第一泳者 吉原　壮祐      

第二泳者 森田　尚斗      

第三泳者 髙石　健翔      

第四泳者 大西　勇翔      

   34.99  1:08.86

   31.06  1:39.92

   28.36  2:08.28

ﾖｼﾊﾗ ｿｳｽｹ   

ﾓﾘﾀ ﾅｵﾄ     

ﾀｶｲｼ ｹﾝﾄ    

ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ    
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9  2:09.031/4 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      学童

   34.11    34.11第一泳者 秋山雄一郎      

第二泳者 宮田倫太朗      

第三泳者 千秋　　仁      

第四泳者 森島　崇仁      

   34.82  1:08.93

   30.81  1:39.74

   29.29  2:09.03

ｱｷﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 

ﾐﾔﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ   

ﾁｱｷ ｼﾞﾝ     

ﾓﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾄ   

10  2:10.131/5 ＯＫ脇町              （OKﾜｷﾏﾁ       学童

   33.81    33.81第一泳者 黄田　彩人      

第二泳者 河本　賢親      

第三泳者 古田　　凪      

第四泳者 丹田　雅人      

   36.69  1:10.50

   30.33  1:40.83

   29.30  2:10.13

ｷﾀﾞ ｱﾔﾄ     

ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾝ   

ﾌﾙﾀ ﾅｷﾞ     

ﾀﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ    

11  2:17.451/3 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       学童

   35.64    35.64第一泳者 渡部　泰成      

第二泳者 沢田虎志朗

第三泳者 白地　　凌      

第四泳者 大山　葵生      

   40.94  1:16.58

   30.39  1:46.97

   30.48  2:17.45

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ  

ｻﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

ｼﾗｼﾞ ﾘｮｳ    

ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ    
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