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競技No: 10.男子   50m バタフライ   予選

第3回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

10歳以下
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    33.304/3 大加田　凌   クアＳＳ 小4 (10級)

2    34.884/7 窪田　雄斗   フィッタ松山 小4 (10級)

3    37.143/5 田坂　優成   フィッタ松山 小4 (7級)

4    37.573/4 塩見　頼生   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小4 (8級)

5    37.743/3 平田幸太郎   クアＳＳ 小5 (7級)

6    38.81 2/8 鳥取　愛斗   西条ＳＣ 小4 (7級)

7    39.15 2/4 坪内　聰典   フィッタ松山 小3 (7級)

8    39.193/2 西﨑　　諒   コナミ松山 小4 (6級)

9    39.943/8 梶田　洸貴   コナミ松山 小3 (10級)

10    40.34 2/7 島田　　希   フィッタ松山 小2 (10級)

11    40.56 2/3 藤田　颯斗   西条ＳＣ 小3 (9級)

12    42.65 2/6 小栁　元輝   かしま道後 小5 (3級)

13    43.881/4 松本　憲汰   フィッタ松山 小4 (2級)

14    46.01 2/2 平野　　資   フィッタ松山 小2                               (6級)

15    48.271/3 山脇　大典   フィッタ松山 小3 (2級)

16    48.921/5 山田紗功也   八幡浜ＳＣ 小3 (1級)

17    54.421/2 玉井　利玖   アズサ松山 小3 (1級)

18    59.531/6 西岡　颯大   南海ＤＣ 小2   

失格2/1 武田　一晴   フィッタ松山 小3   
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    31.835/2 大福　樹生   リー保内 小6 (9級)

2    32.794/5 島田　友希   フィッタ松山 小5 (9級)

3    32.975/6 山﨑　太陽   クアＳＳ 小6 (7級)

4    33.244/4 梶田　尚輝   コナミ松山 小6 (7級)

5    33.774/6 井上航太朗   かしま道後 小6 (6級)

6    35.144/1 近藤　佐介   ファイブテン 小6 (5級)

7    35.504/8 太田　拓夢   八幡浜ＳＣ 中1 (5級)

8    36.083/7 藤田　陸斗   西条ＳＣ 小5 (6級)

9    37.673/6 宮内　大翔   アズサ松山 小6 (5級)

10    39.05 2/5 渡辺　航星   南海ＤＣ 小5 (4級)

11    39.213/1 河井　　力   フィッタ松山 小6 (4級)

13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    28.846/5 川本　　翔   クアＳＳ 中2 (8級)

2    29.125/5 小田原雅典   コミュニティ 中2 (8級)

3    29.206/6 三浦　真誉   八幡浜ＳＣ 中1 (9級)

4    29.365/4 高内　優弥   石原ＳＣ 中2 (9級)

5    29.536/1 村上　一成   ファイブテン 中2 (8級)

6    29.676/3 太田　広夢   八幡浜ＳＣ 中3 (7級)

7    31.445/7 熊野　洸太   マコトSC双葉 中1 (7級)

8    34.785/8 宇都宮優生   フィッタ松前 中1 (4級)

失格5/3 須賀　裕樹   コナミ松山 中1   
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CS
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    26.127/5 今城　拓海   南海朝生田 中3 (10級)

2    26.217/4 天野　直人   南海ＤＣ 高2 (10級)

3    26.237/2 濱田　貴之   クアＳＳ 高3 (9級)

4    26.247/6 佐々木　颯   西条ＳＣ 中3 (10級)

5    26.337/3 三木　海渡   エリエールSC 高1 (10級)

6    26.947/8 稲垣　貴洸   コミュニティ 高3 (9級)

7    27.136/4 川本　雄斗   クアＳＳ 高1 (9級)

8    27.457/7 山下　由真   アズサ松山 高1 (9級)

9    28.616/2 田口裕希久   クアＳＳ 中3 (7級)

10    28.916/7 井上　和希   石原ＳＣ 高2 (7級)

11    31.255/1 川添　貴洋   フィッタ松山 中3 (5級)

12    33.804/2 三好　　蓮   コミュニティ 高2 (2級)

棄権7/1 花河　　弘   西条ＳＣ 中3   

6/8 廣井　直也   八幡浜ＳＣ 中3   
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