
種目別競技結果
競技No: 203.女子  200m 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  1:58.562/4 ハッピー阿南          （ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ    学童

   29.43    29.43第一泳者 安部　朱里     

第二泳者 山口　叶音     

第三泳者 篠原　小粋     

第四泳者 南　　綾音     

   29.38    58.81

   30.08  1:28.89

   29.67  1:58.56

ｱﾍﾞ ｱｶﾘ    

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ  

ｼﾉﾊﾗ ｺｲｷ   

ﾐﾅﾐ ｱﾔﾈ    

2  1:58.832/6 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ    一般

   30.13    30.13第一泳者 山本　莉子     

第二泳者 濱本萌々椛      

第三泳者 肥谷　葵衣     

第四泳者 中村　美月     

   29.71    59.84

   30.14  1:29.98

   28.85  1:58.83

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ    

ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ   

ﾋﾔ ｱｵｲ     

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ  

3  2:00.492/5 ＯＫＳＳ              （OKSS        一般

   29.30    29.30第一泳者 高田　海愛     

第二泳者 縄田　彩羽     

第三泳者 松本　羚愛     

第四泳者 丸岡　明衣     

   31.66  1:00.96

   30.59  1:31.55

   28.94  2:00.49

ﾀｶﾀﾞ ﾐｱ    

ﾅﾜﾀ ｱﾔﾊ    

ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｱ   

ﾏﾙｵｶ ﾒｲ    

4  2:01.491/6 ジャパン三木          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ    一般

   28.68    28.68第一泳者 横田　美翼     

第二泳者 英　　佑月     

第三泳者 門田　紗季     

第四泳者 波柴　梨花     

   30.50    59.18

   30.35  1:29.53

   31.96  2:01.49

ﾖｺﾀ ﾐﾊﾈ    

ﾊﾅﾌﾞｻ ﾕﾂﾞｷ 

ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻｷ   

ﾊｼﾊﾞ ﾘﾝｶ   

5  2:01.532/2 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    学童

   30.07    30.07第一泳者 栗　菜々実     

第二泳者 氏原　志歩     

第三泳者 岡　美羽奈     

第四泳者 淀谷　　希     

   31.32  1:01.39

   31.38  1:32.77

   28.76  2:01.53

ｸﾘ ﾅﾅﾐ     

ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾎ   

ｵｶ ﾐﾊﾅ     

ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ  

6  2:01.911/5 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ    一般

   29.44    29.44第一泳者 大塚みらい      

第二泳者 髙岡　美空     

第三泳者 玉井　咲圭     

第四泳者 大川　心暖     

   31.31  1:00.75

   30.97  1:31.72

   30.19  2:01.91

ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ   

ﾀｶｵｶ ﾐｸ    

ﾀﾏｲ ｴﾐｶ    

ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ   

7  2:01.972/1 ＯＫ藍住              （OKｱｲｽﾞﾐ     一般

   30.54    30.54第一泳者 髙木　心春     

第二泳者 泰地　彩良     

第三泳者 加集　優実     

第四泳者 中逵　真桜     

   29.94  1:00.48

   30.85  1:31.33

   30.64  2:01.97

ﾀｶｷﾞ ｺﾊﾙ   

ﾀｲﾁ ｱﾔﾐ    

ｶｼｭｳ ﾏｻﾐ   

ﾅｶﾂｼﾞ ﾏｵ   

8  2:02.772/7 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS     学童

   30.00    30.00第一泳者 三橋　美羽     

第二泳者 渡邉　摩莉     

第三泳者 中須賀優伽      

第四泳者 大下ひなた      

   31.15  1:01.15

   31.42  1:32.57

   30.20  2:02.77

ﾐﾂﾊｼ ﾐｳ    

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ   

ﾅｶｽｶ ﾕｳｶ   

ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ   
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9  2:04.342/8 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ     学童

   30.93    30.93第一泳者 亀山　琉生     

第二泳者 高橋　南帆     

第三泳者 平岡　未羽     

第四泳者 荻田　唯世     

   30.50  1:01.43

   31.29  1:32.72

   31.62  2:04.34

ｶﾒﾔﾏ ﾙｲ    

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾎ   

ﾋﾗｵｶ ﾐｳ    

ｵｷﾞﾀ ｲﾖ    

10  2:04.361/3 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS       学童

   29.77    29.77第一泳者 霜出こころ      

第二泳者 藤川　奈々     

第三泳者 大前　　遥     

第四泳者 池田　晴香     

   30.51  1:00.28

   30.95  1:31.23

   33.13  2:04.36

ｼﾓｲﾃﾞ ｺｺﾛ  

ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾅ   

ｵｵﾏｴ ﾊﾙｶ   

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ   

失格2/3 ファイブテン          （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ     一般

   29.10    29.10

                        

第一泳者 藤田　真央     

第二泳者 今城　姫桜     

第三泳者 高橋　杏実     

第四泳者 吉田　芽生     

   30.30    59.40

   30.56  1:29.96

********

ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ    

ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ 

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ   

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ    

失格1/4 コミュニティ          （ｺﾐｭﾆﾃｨ      学童

   30.24    30.24

                        

第一泳者 中村　美咲     

第二泳者 藤田　莉帆     

第三泳者 水谷　心実     

第四泳者 小島　侑芭     

   30.74  1:00.98

   30.57  1:31.55

********

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ    

ﾌｼﾞﾀ ﾘﾎ    

ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾉﾐ  

ｺｼﾞﾏ ﾕｷﾊ   
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