
種目別競技結果
競技No 97.女子  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

10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:22.342/4 ハッピー阿南          （ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ     一般

   36.15    36.15第一泳者 黒澤　穂風      

第二泳者 大林　美琴      

第三泳者 福井有未子      

第四泳者 森　実花子      

   40.17  1:16.32

   32.82  1:49.14

   33.20  2:22.34

ｸﾛｻﾜ ﾎﾉｶ   

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｺﾄ 

ﾌｸｲ ﾕﾐｺ    

ﾓﾘ ﾐｶｺ     

2  2:27.042/2 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      一般

   37.99    37.99第一泳者 藤田　　蒼      

第二泳者 矢野　心望      

第三泳者 真鍋　颯希      

第四泳者 藤田　　楓      

   41.67  1:19.66

   34.80  1:54.46

   32.58  2:27.04

ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ   

ﾔﾉ ﾐﾓ      

ﾏﾅﾍﾞ ｻﾂｷ   

ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ  

3  2:27.072/3 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     一般

   38.05    38.05第一泳者 山根　莉都      

第二泳者 渡邉　美園      

第三泳者 川井　千綾      

第四泳者 濱田　萌心      

   43.30  1:21.35

   35.50  1:56.85

   30.22  2:27.07

ﾔﾏﾈ ﾘﾄ     

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｿﾉ  

ｶﾜｲ ﾁｱﾔ    

ﾊﾏﾀﾞ ﾓｺ    

4  2:29.472/7 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     一般

   39.78    39.78第一泳者 星山　心結      

第二泳者 西田　瑚雪      

第三泳者 乃万　美嘉      

第四泳者 大野　結菜      

   40.79  1:20.57

   33.83  1:54.40

   35.07  2:29.47

ﾎｼﾔﾏ ｺﾅ    

ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ   

ﾉﾏ ﾐｶ      

ｵｵﾉ ﾕﾅ     

5  2:29.662/6 JSSセンコー           （JSSｾﾝｺｰ      一般

   38.47    38.47第一泳者 林　　佳未      

第二泳者 福家　未来      

第三泳者 尾上　鈴奈      

第四泳者 杉田　　結      

   45.58  1:24.05

   33.72  1:57.77

   31.89  2:29.66

ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ    

ﾌｹ ﾐﾗｲ     

ｵﾉｴ ﾚﾅ     

ｽｷﾞﾀ ﾕｲ    

6  2:30.811/4 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        学童

   36.58    36.58第一泳者 稲田つむぎ      

第二泳者 津田　咲空      

第三泳者 樋口　里実      

第四泳者 髙尾あやめ      

   41.91  1:18.49

   36.86  1:55.35

   35.46  2:30.81

ｲﾅﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ  

ﾂﾀﾞ ｻｸﾗ    

ﾋｸﾞﾁ ｻﾄﾐ   

ﾀｶｵ ｱﾔﾒ    

7  2:35.732/1 ＪＳＳ高知            （JSSｺｳﾁ       一般

   41.66    41.66第一泳者 中村　涼楓      

第二泳者 川島　綾佳      

第三泳者 吉川　和加      

第四泳者 髙松　奈央      

   42.01  1:23.67

   37.48  2:01.15

   34.58  2:35.73

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ  

ｶﾜｼﾏ ｱﾔｶ   

ﾖｼｶﾜ ﾜｶ    

ﾀｶﾏﾂ ﾅｵ    

8  2:35.861/3 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   39.43    39.43第一泳者 宮野　心花      

第二泳者 和島　来実      

第三泳者 池田　未羽      

第四泳者 細川　初希      

   45.51  1:24.94

   37.53  2:02.47

   33.39  2:35.86

ﾐﾔﾉ ｺﾊﾅ    

ﾜｼﾞﾏ ｸﾙﾐ   

ｲｹﾀﾞ ﾐｳ    

ﾎｿｶﾜ ﾊﾂﾞｷ  
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失格2/5 ＯＫＳＳ              （OKSS         一般

   35.10    35.10                         第一泳者 笠原　のこ      

第二泳者 鈴木　陽芽      

第三泳者 井川　愛心      

第四泳者 井坂　心緒      

********

        

        

ｶｻﾊﾗ ﾉｺ    

ｽｽﾞｷ ﾋﾒ    

ｲｶﾜ ｱｺ     

ｲｻｶ ﾐｵ     

失格1/5 みかづきＳＳ          （ﾐｶﾂﾞｷSS      学童

第一泳者 長谷川美咲      

第二泳者 宮﨑　香帆      

第三泳者 野田　明愛      

第四泳者 伊藤　妃彩      

        

        

        

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ  

ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾎ   

ﾉﾀﾞ ﾒｲｱ    

ｲﾄｳ ﾋｲﾛ    
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