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競技No: 4.男子   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    32.299/2 宮中　元輝   リー保内 小5 (9級)

2    32.6610/3 田坂　優成   フィッタ松山 小4 (9級)

3    32.6810/6 髙岡　海斗   五百木ＳＣ 小4 (10級)

4    33.0211/1 大加田　凌   クアＳＳ 小4 (8級)

5    33.396/4 越智　　照   Z-UP 小5 (8級)

6    33.419/7 平田幸太郎   クアＳＳ 小5 (8級)

7    33.777/3 窪田　　樹   かしま道後 小4 (8級)

8    34.237/4 木村　駿斗   マコトSC双葉 小5 (7級)

9    34.398/8 伊藤　路人   かしま道後 小5 (7級)

10    34.808/2 西﨑　　諒   コナミ松山 小4 (7級)

11    34.907/6 浅川　　色   南海朝生田 小4 (8級)

12    35.024/5 隅田　晴彦   フィッタ松前 小5 (7級)

13    35.155/7 田中　晴朗   コナミ松山 小5 (7級)

14    35.376/5 豊田　基資   西条ＳＣ 小4 (7級)

15    35.605/2 大石　陸斗   フィッタ松前 小4 (8級)

16    35.736/3 坪内　聰典   フィッタ松山 小3 (8級)

17    36.335/1 周防俊之介   南海朝生田 小4 (7級)

18    36.426/1 濱岡　修吾   フィッタ松山 小4 (6級)

19    36.464/8 大西　源太   マコトSC双葉 小4 (6級)

20    36.485/8 浅井創太朗   八幡浜ＳＣ 小3 (10級)

21    36.505/3 松本　憲汰   フィッタ松山 小4 (6級)

22    36.743/3 島田　　希   フィッタ松山 小2 (10級)

23    37.233/5 小栁　元輝   かしま道後 小5 (5級)

24    37.344/3 岡田　凌聖   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小5 (5級)

25    37.785/5 今津　昂大   南海ＤＣ 小5 (5級)
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26    37.856/7 武智　研吾   アズサ松山 小4 (5級)

27    38.154/6 平野　　資   フィッタ松山 小2 (9級)

28    38.254/4 江刺　優五   フィッタ松山 小4 (4級)

29    38.664/7 山田紗功也   八幡浜ＳＣ 小3 (6級)

30    39.053/4 西川　昌汰   フィッタ松山 小4 (4級)

31    39.623/1 立石　凌翔   南海ＤＣ 小4 (5級)

32    39.723/7 亀田　智寛   コミュニティ 小5 (3級)

33    39.783/2 武田　一晴   フィッタ松山 小3 (5級)

34    39.872/6 程野　裕介   八幡浜ＳＣ 小4 (3級)

35    40.762/4 渡瀬　陽太   フィッタ松山 小3 (7級)

36    40.832/3 藤田　　翔   ファイブテン 小3 (5級)

37    41.082/2 菊池　陸人   リー保内 小3 (4級)

38    41.153/8 山脇　大典   フィッタ松山 小3 (4級)

39    41.612/7 岡崎　一彗   フィッタ松山 小2 (7級)

40    42.792/8 佐藤　　光   ファイブテン 小2 (6級)

41    42.942/1 高須賀健二   ファイブテン 小4 (3級)

42    43.491/6 福田　英寿   ファイブテン 小2 (6級)

43    43.691/4 清水　優生   フィッタ松山 小2 (5級)

44    44.541/5 井上富士一   リー保内 小3 (2級)

45    44.901/2 玉井　利玖   アズサ松山 小3 (5級)

46    46.631/1 松田　康生   アズサ松山 小2 (4級)

47    46.911/7 大野孝太郎   南海ＤＣ 小2 (3級)

48    48.051/3 西岡　颯大   南海ＤＣ 小2 (3級)
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11～12歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    28.7413/8 隈部　皓太   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 中1 (9級)

2    28.8813/3 秋山　太志   エリエールSC 中1 (9級)

3    29.0312/6 友澤　雅崇   石原ＳＣ 中1 (9級)

4    29.1913/6 菊地　空音   アズサ松山 小5 (10級)

5    29.4313/7 市原　舜鷹   南海ＤＣ 小6 (10級)

6    30.4712/2 池田　弘毅   フィッタ重信 小6 (7級)

7    30.5411/4 山﨑　太陽   クアＳＳ 小6 (7級)

8    31.0712/7 川崎　充哉   南海朝生田 小6 (8級)

9    31.428/4 矢野　和尊   かしま道後 小6 (8級)

10    31.4911/2 井上航太朗   かしま道後 小6 (6級)

10    31.4911/3 本田　寛喜   八幡浜ＳＣ 小6 (6級)

12    31.6911/8 大橋　海斗   南海ＤＣ 小5 (8級)

13    31.7210/4 西山　　空   西条ＳＣ 小6 (6級)

14    32.0010/7 藤野　恵多   フィッタ重信 小6 (6級)

15    32.2511/7 白石　　海   ファイブテン 小5 (7級)

16    32.3010/8 濱岡　勇斗   フィッタ松山 小6 (5級)

17    32.578/6 江崎　隼人   フィッタ松前 中1 (5級)

18    32.707/1 菊池　軍馬   リー保内 小6 (5級)

19    32.788/7 花山　虹介   石原ＳＣ 小6 (7級)

20    32.7911/6 小田美太朗   コナミ松山 小6 (5級)

21    32.9410/1 清家　　宙   リー保内 小5 (7級)

22    33.019/5 西原　快進   フィッタ重信 小6 (5級)

23    33.169/8 細川直央人   石原ＳＣ 小6 (7級)

24    33.449/1 野村　駿斗   フィッタ重信 小6 (4級)

25    33.4910/2 西川　壮朋   コナミ松山 小6 (4級)
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26    33.779/4 山田　丈偉   フィッタ重信 小6 (4級)

27    33.838/5 岩本孝太郎   コミュニティ 中1 (4級)

28    34.249/3 佐伯　聡仁   フィッタ重信 小6 (6級)

29    34.347/2 坂井　　暉   南海ＤＣ 小6 (6級)

30    34.396/8 森田　侑幹   かしま道後 小5 (6級)

31    34.457/5 河井　　力   フィッタ松山 小6 (5級)

32    34.487/8 宮内　大翔   アズサ松山 小6 (5級)

33    34.638/3 斎賀　　建   マコトSC双葉 小6 (5級)

34    35.725/6 大塚　龍登   リー保内 小5 (4級)

35    35.846/2 三好　達大   リー保内 小6 (4級)

36    35.937/7 佐伯　遥斗   南海ＤＣ 小5 (4級)

37    35.974/2 渡辺　航星   南海ＤＣ 小5 (4級)

38    36.156/6 村上　翔悟   フィッタ松山 小6 (4級)

39    36.884/1 羽倉　浩起   マコトSC双葉 小5 (3級)

40    37.012/5 志賀　真琴   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小6 (3級)

41    37.805/4 神田　悠斗   南海ＤＣ 小5 (3級)

42    42.813/6 清水　　樹   フィッタ重信 小6   
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13～14歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    26.0215/4 安田健太朗   石原ＳＣ 中2 (9級)

2    26.4215/2 宮中　悠希   リー保内 中1 (10級)

3    26.6614/4 田口　彼威   南海朝生田 中1 (9級)

4    26.8515/7 川本　　翔   クアＳＳ 中2 (9級)

5    27.2615/3 久岡　和起   西条ＳＣ 中2 (9級)

6    27.2815/6 宇都宮蒼史   南海朝生田 中2 (8級)

7    27.3214/5 井手　亮佑   かしま道後 中2 (8級)

8    27.3314/6 森貞　智太   フィッタ松山 中2 (8級)

9    27.7114/2 二宮龍之輔   クアＳＳ 中1 (8級)

10    27.8815/1 本田　真仁   八幡浜ＳＣ 中2 (7級)

11    28.2714/1 宇都宮優生   フィッタ松前 中1 (8級)

12    28.4113/5 桂　　瑠星   かしま道後 中1 (8級)

13    28.6414/8 芳野　水貞   アズサ松山 中2 (7級)

14    28.6513/1 其田　　海   フィッタ松山 中2 (7級)

15    28.9114/7 本田　一志   石原ＳＣ 中2 (6級)

16    29.1713/4 川本　敦史   フィッタ重信 中2 (7級)

17    29.4411/5 濵田　健心   石原ＳＣ 中1 (7級)

18    29.7812/5 越智　　輝   マコトSC双葉 中2 (6級)

19    29.8712/8 藤田　雄大   かしま道後 中1 (6級)

20    30.0212/3 越智　琉々   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 中2 (6級)

21    30.5612/1 入江辰之介   石原ＳＣ 中2 (5級)

22    30.7012/4 松岡　敦嗣   南海ＤＣ 中2 (4級)

23    31.7910/5 青井　健斗   フィッタ松前 中2 (4級)

24    32.009/6 中島　正樹   フィッタ松前 中2 (3級)

25    32.848/1 菊山　直希   Z-UP 中1 (3級)
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CS

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    24.1216/4 三好　健介   八幡浜ＳＣ 高2 (10級)

2    24.4516/5 天野　直人   南海ＤＣ 高2 (10級)

3    24.9416/3 稲垣　貴洸   コミュニティ 高3 (9級)

4    25.2216/6 川村　　空   ファイブテン 中3 (9級)

5    25.9016/7 大井　悠斗   コミュニティ 高3 (8級)

6    26.0316/2 濱家　敬規   南海ＤＣ 高1 (8級)

7    26.0816/1 川本　雄斗   クアＳＳ 高1 (8級)

8    26.3116/8 二宮　一宙   フィッタ松山 中3 (8級)

9    26.6115/5 松浦　礁瑚   マコトSC双葉 高2 (8級)

10    26.9915/8 山内　仁貴   フィッタ松山 中3 (7級)

11    27.5614/3 小澤　佑介   マコトSC双葉 高1 (7級)

12    29.9013/2 三好　　蓮   コミュニティ 高2 (4級)
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