
種目別競技結果
競技No 100.男子  200m メドレーリレー   タイム決勝

第46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  2:02.462/4 ﾌｨｯﾀ新居浜            （ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ     一般

   32.96    32.96第一泳者 寺尾　匠正      

第二泳者 真鍋　千賢      

第三泳者 森田　淳夢      

第四泳者 山内　遥哉      

   34.07  1:07.03

   28.13  1:35.16

   27.30  2:02.46

ﾃﾗｵ ｼｮｳｾｲ  

ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ   

ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ    

ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾔ   

2  2:04.362/5 ZEYO-ST               （ZEYO-ST      一般

   31.34    31.34第一泳者 森本　葵斗      

第二泳者 鈴田　蒼斗      

第三泳者 岩瀬　輝亮      

第四泳者 小松蓮之介      

   35.02  1:06.36

   29.46  1:35.82

   28.54  2:04.36

ﾓﾘﾓﾄ ｱｵﾄ   

ｽｽﾞﾀ ｱｵﾄ   

ｲﾜｾ ｺｳｽｹ   

ｺﾏﾂ ﾚﾝﾉｽｹ  

3  2:05.252/3 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        一般

   31.96    31.96第一泳者 竹内　大和      

第二泳者 薄井　悠斗      

第三泳者 宮瀧　　絆      

第四泳者 菅　　俊哉      

   35.58  1:07.54

   29.33  1:36.87

   28.38  2:05.25

ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ   

ｳｽｲ ﾕｳﾄ    

ﾐﾔﾀｷ ｷｽﾞﾅ  

ｽｶﾞ ｼｭﾝﾔ   

4  2:06.202/6 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ     一般

   33.76    33.76第一泳者 長谷　直樹      

第二泳者 井川　翔太      

第三泳者 山内　淳聖      

第四泳者 幸野　愛永      

   36.37  1:10.13

   30.20  1:40.33

   25.87  2:06.20

ﾊｾ ﾅｵｷ     

ｲｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ  

ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ

ｺｳﾉ ﾏﾅﾄ    

5  2:08.862/2 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     一般

   34.12    34.12第一泳者 藤原　蒼大      

第二泳者 秋山桂太郎      

第三泳者 田村　勇人      

第四泳者 原田　陽煌      

   36.19  1:10.31

   30.70  1:41.01

   27.85  2:08.86

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ  

ｱｷﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 

ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ    

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ  

6  2:09.142/7 坂出伊藤ＳＳ          （ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ     一般

   34.16    34.16第一泳者 河野　将己      

第二泳者 植田　侑飛      

第三泳者 尾﨑寅之輔      

第四泳者 清藤　駿介      

   37.74  1:11.90

   29.83  1:41.73

   27.41  2:09.14

ｶﾜﾉ ﾏｻｷ    

ｳｴﾀ ﾕｳﾋ    

ｵｻﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 

ｷﾖﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 

7  2:11.202/8 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      一般

   34.35    34.35第一泳者 小谷　應介      

第二泳者 下川　大輔      

第三泳者 福田　航平      

第四泳者 花尻　　弥      

   35.59  1:09.94

   29.98  1:39.92

   31.28  2:11.20

ｺﾀﾆ ｵｳｽｹ   

ｼﾓｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ  

ﾊﾅｼﾞﾘ ﾜﾀﾙ  

8  2:12.241/4 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     一般

   34.59    34.59第一泳者 辻田　裕真      

第二泳者 石川　智暉      

第三泳者 小野　寛生      

第四泳者 岡﨑　一彗      

   35.82  1:10.41

   31.74  1:42.15

   30.09  2:12.24

ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾏ   

ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ   

ｵﾉ ｶﾝｾｲ    

ｵｶｻﾞｷ ｲｯｾｲ 
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9  2:13.071/3 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前          （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     一般

   34.77    34.77第一泳者 忽那　海音      

第二泳者 兵頭虎太朗      

第三泳者 森田　敦也      

第四泳者 内藤将大郎      

   38.46  1:13.23

   33.19  1:46.42

   26.65  2:13.07

ｸﾂﾅ ｶｲﾄ    

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

ﾓﾘﾀ ｱﾂﾔ    

ﾅｲﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 

10  2:14.611/2 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     一般

   33.73    33.73第一泳者 池田　昂生      

第二泳者 荒木　颯斗      

第三泳者 森田　碧音      

第四泳者 三河　琉伽      

   37.15  1:10.88

   33.30  1:44.18

   30.43  2:14.61

ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ  

ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ    

ﾓﾘﾀ ｱｵﾄ    

ﾐｶﾜ ﾙｶ     

11  2:14.681/6 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ      一般

   35.80    35.80第一泳者 安藤　諒人      

第二泳者 白澤　　航      

第三泳者 渡部　隼斗      

第四泳者 金子　煌生      

   37.59  1:13.39

   31.31  1:44.70

   29.98  2:14.68

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾄ 

ｼﾗｻﾜ ｺｳ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ  

ｶﾈｺ ｺｳｷ    

12  2:15.021/5 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      一般

   34.45    34.45第一泳者 中島　悠介      

第二泳者 石井　駿登      

第三泳者 津村涼太朗      

第四泳者 成田　昂平      

   37.10  1:11.55

   32.59  1:44.14

   30.88  2:15.02

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 

ｲｼｲ ﾊﾔﾄ    

ﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 

ﾅﾘﾀ ｺｳﾍｲ   

失格2/1 ＯＫ藍住              （OKｱｲｽﾞﾐ      一般

   36.88    36.88                         第一泳者 前山　惺琉      

第二泳者 加地　　歩      

第三泳者 田村　　晴      

第四泳者 中川　達貴      

   33.45  1:10.33

   29.00  1:39.33

********

ﾏｴﾔﾏ ｾｲﾙ   

ｶｼﾞ ｱﾙｸ    

ﾀﾑﾗ ﾊﾙ     

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｷ  

棄権1/7 南海ＤＣ              （ﾅﾝｶｲDC       一般

第一泳者 田井　雄斗      

第二泳者 永田　　空      

第三泳者 立石　陽大      

第四泳者 松井　颯志      

        

        

        

ﾀｲ ﾕｳﾄ     

ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ    

ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾄ   

ﾏﾂｲ ｿｳｼ    
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