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競技No: 3.女子   50m 自由形   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    30.8210/3 芝　　咲菜   五百木ＳＣ 小4 大会新                        (10級)

2    33.31 9/1 渡邉　琴音   南海朝生田 小5 (8級)

3    33.488/6 戎　　真花   クアＳＳ 小3 (9級)

4    33.84 9/2 山内　萌加   西条ＳＣ 小4 (8級)

5    34.288/5 冨山明央生   コミュニティ 小5 (7級)

6    35.058/1 三浦　花菜   八幡浜ＳＣ 小4 (8級)

7    35.37 9/7 田村　祐奈   ファイブテン 小4                               (7級)

7    35.378/8 下田　天海   クアＳＳ 小3 (8級)

9    35.966/5 越智すみれ   西条ＳＣ 小4 (6級)

10    36.247/3 戎森かんな   フィッタ松山 小3 (8級)

11    36.366/6 岡村　亜優   フィッタ松山 小4 (6級)

11    36.366/3 深瀬　夏美   アズサ松山 小4 (6級)

13    36.787/1 図子すみれ   西条ＳＣ 小4 (6級)

14    37.006/4 荻山　次美   フィッタ松前 小5 (5級)

15    37.075/4 吉田　芽央   フィッタ松前 小4 (5級)

16    37.215/2 浅井　七海   八幡浜ＳＣ 小4 (5級)

17    37.227/4 野井　梨央   フィッタ松山 小5 (4級)

18    37.295/6 浦上　眞愛   南海ＤＣ 小4 (5級)

19    37.515/5 山本　咲良   リー保内 小4 (5級)

20    37.627/7 三好　未来   かしま道後 小4 (5級)

21    37.976/8 越智　　暖   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小5 (5級)

22    38.086/2 藤田　美颯   西条ＳＣ 小4 (5級)

23    38.114/3 石川さくら   西条ＳＣ 小3 (6級)

24    38.46 3/4 岡村　瞭花   リー保内 小4 (6級)

25    38.655/7 門屋　茉那   コナミ松山 小5 (4級)
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26    39.014/8 別府　彩羽   マコトSC双葉 小4 (6級)

27    39.104/6 成城　美和   フィッタ松山 小3 (6級)

28    39.335/8 西岡奈津樹   フィッタ松山 小2 (8級)

29    39.494/4 大野菜々香   フィッタ松山 小3 (8級)

30    39.58 3/2 中野　　優   南海ＤＣ 小3 (5級)

31    39.97 3/5 山中　紗和   リー保内 小3                               (5級)

32    40.264/7 窪田　美咲   フィッタ松山 小2 (8級)

33    40.384/1 太森　友菜   アズサ松山 小4 (5級)

34    40.444/5 角田　　歩   Z-UP 小5 (3級)

35    40.54 3/3 藤岡　　凛   フィッタ松山 小3 (7級)

36    40.58 3/1 越智　彩水   Z-UP 小4 (5級)

37    40.99 3/8 吉田　芽生   ファイブテン 小2 (7級)

38    41.29 2/3 井上　莉子   かしま道後 小3 (4級)

39    42.13 3/7 白方　彩恵   南海ＤＣ 小3 (6級)

40    43.751/4 窪田　明依   八幡浜ＳＣ 小2 (5級)

41    44.04 2/7 高内　七海   南海ＤＣ 小3                               (3級)

42    44.05 2/6 中村　遙花   ファイブテン 小4   

43    44.39 2/4 朝雲　百羽   リー保内 小3 (2級)

44    45.01 2/1 山本　彩実   Z-UP 小3 (2級)

45    45.02 3/6 赤尾　美澄   フィッタ松山 小2 (5級)

46    45.08 2/2 片山瑠々花   かしま道後 小3 (5級)

47    45.891/5 本田　実咲   八幡浜ＳＣ 小3 (1級)

48    46.681/3 井上日菜子   八幡浜ＳＣ 小2 (4級)

49    48.16 2/5 土居　夢奈   リー保内 小3 (3級)

棄権7/2 松浦　咲良   八幡浜ＳＣ 小4   
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11～12歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    28.0414/8 泉　　遥叶   八幡浜ＳＣ 小6 (10級)

2    28.8013/6 藤田　真優   西条ＳＣ 中1 (10級)

3    29.3212/1 大西　愛子   マコトSC双葉 中1 (9級)

4    30.5911/8 魚本　祈子   Z-UP 小6 (9級)

5    30.6511/3 佐伯　　星   南海ＤＣ 小6 (8級)

6    31.0410/4 松本　結衣   エリエールSC 小6 (9級)

7    32.75 9/8 井原　愛美   Z-UP 小5 (7級)

8    33.84 9/4 川北　ひな   かしま道後 小6 (6級)

9    34.07 9/3 濱田　莉緒   かしま道後 小5 (6級)

10    34.168/4 石村　彩羽   マコトSC双葉 小5 (6級)

11    34.64 9/6 柿内　胡華   南海ＤＣ 小5 (6級)

12    34.967/5 松田　杏美   フィッタ松前 中1 (5級)

13    34.97 9/5 西森　芽依   フィッタ重信 小6 (6級)

14    35.117/6 松良凜々子   八幡浜ＳＣ 小5 (6級)

15    35.178/3 橋本　佑香   フィッタ松前 中1 (4級)

16    35.6710/8 濱口　陽世   フィッタ重信 中1 (4級)

17    35.708/2 渡邉帆乃夏   コナミ松山 小5 (5級)

18    36.596/1 橋田　七海   マコトSC双葉 小5 (4級)

19    36.775/3 武久　菜緒   八幡浜ＳＣ 小5 (4級)

20    37.246/7 山田愛也里   八幡浜ＳＣ 小6 (4級)

21    37.737/8 寺坂　　栞   アズサ松山 小6 (4級)

22    37.825/1 岩本　栞里   南海ＤＣ 小5 (3級)

23    39.904/2 赤羽侑希音   フィッタ重信 小5 (2級)

棄権11/1 長島　来夢   マコトSC双葉 小6   

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME



種目別競技結果

4/5 ページ

競技No: 3.女子   50m 自由形   予選

第3回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

13～14歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.3814/2 石丸　帆夏   石原ＳＣ 中2 大会新                        (10級)

2    27.9414/3 矢野　萌佳   コミュニティ 中3 (10級)

3    27.9914/6 三好　温子   八幡浜ＳＣ 中1 (10級)

4    28.3514/4 岩間　薫乃   西条ＳＣ 中2 (9級)

5    28.6013/5 大西　朱星   コミュニティ 中1 (9級)

6    28.7412/3 毛利　紀葉   フィッタ松山 中2 (9級)

7    29.4112/7 塩入　　梓   エリエールSC 中1 (9級)

8    29.4511/5 木村　妃那   マコトSC双葉 中1 (9級)

9    29.9212/2 篠原　由羽   エリエールSC 中1 (8級)

10    29.9411/2 伊藤　華林   西条ＳＣ 中2 (8級)

11    30.7211/6 鴻上　芽唯   西条ＳＣ 中2 (7級)

12    31.2910/6 藤本ひより   クアＳＳ 中1 (7級)

13    31.4510/5 稲瀬　歩夢   八幡浜ＳＣ 中1 (7級)

14    32.1310/2 宇都宮　雅   南海朝生田 中3 (5級)

15    32.5610/7 川連いつき   南海ＤＣ 中1 (7級)

16    33.4310/1 山田紗也華   八幡浜ＳＣ 中1 (5級)

17    35.108/7 宇都宮真由   リー保内 中1 (3級)
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CS

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    28.3514/5 渡部　菜穂   南海朝生田 高1 (9級)

2    28.5713/8 山崎　咲瑛   五百木ＳＣ 中3 (9級)

3    28.7813/3 岩本　　心   コミュニティ 高2 (8級)

4    28.8914/7 大原　千明   南海ＤＣ 高1 (8級)

5    28.9413/2 太田　　悠   コミュニティ 高2 (8級)

6    28.9713/7 堀　　美桜   南海朝生田 高1 (8級)

7    28.9913/4 戎　　亜未   クアＳＳ 中3 (8級)

8    29.0414/1 井上　真依   八幡浜ＳＣ 高1 (8級)

9    29.2212/6 兵頭明咲花   コミュニティ 高2 (8級)

10    29.2512/4 車谷　勇奈   エリエールSC 高2 (8級)

11    29.4812/8 洲之内那衣   南海ＤＣ 高2 (8級)

12    29.8112/5 岡本　美由   HEART.S.A 高1 (7級)

13    30.4511/7 長岡　千尋   コミュニティ 高1 (7級)

14    31.5211/4 越智　弓月   ファイブテン 高2 (6級)

棄権13/1 渡部　風花   フィッタ松山 高1   
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