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競技No: 5.女子   50m 背泳ぎ   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    34.074/4 芝　　咲菜   五百木ＳＣ 小4 (10級)

2    38.344/7 冨山明央生   コミュニティ 小5 (7級)

3    40.064/1 下田　天海   クアＳＳ 小3 (8級)

4    40.983/5 三浦　花菜   八幡浜ＳＣ 小4 (8級)

5    42.042/4 岡村　亜優   フィッタ松山 小4 (5級)

6    42.593/3 矢野　琴羽   かしま道後 小4 (4級)

7    43.772/5 越智すみれ   西条ＳＣ 小4 (4級)

8    44.602/3 図子すみれ   西条ＳＣ 小4 (3級)

9    44.982/2 小西　麗愛   八幡浜ＳＣ 小3 (8級)

10    46.462/6 松本　幸子   八幡浜ＳＣ 小4 (2級)

11    47.153/7 太森　友菜   アズサ松山 小4 (4級)

12    47.572/7 白方　彩恵   南海ＤＣ 小3 (6級)

13    50.701/5 山本　彩実   Z-UP 小3 (2級)

14    50.901/4 井上日菜子   八幡浜ＳＣ 小2 (4級)

15    52.201/3 本田　実咲   八幡浜ＳＣ 小3 (1級)

16    52.482/8 高内　七海   南海ＤＣ 小3 (1級)

17    59.532/1 土居　夢奈   リー保内 小3   
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    31.576/6 濱家　未来   南海ＤＣ 小6 大会新                        (11級)

2    33.465/4 赤松　舞音   クアＳＳ 小6 (9級)

3    34.546/8 三嶋　　拓   リー保内 小5 (9級)

4    35.704/3 水谷　　彩   かしま道後 小6 (7級)

5    36.054/5 秀野　亜耶   五百木ＳＣ 小5 (8級)

6    38.703/4 越智　咲水   Z-UP 小6 (5級)

7    39.424/8 藤田　日菜   ファイブテン 小5 (5級)

8    39.914/2 石村　彩羽   マコトSC双葉 小5 (5級)

9    41.403/8 松良凜々子   八幡浜ＳＣ 小5 (4級)

10    44.183/2 濱口　陽世   フィッタ重信 中1   

11    44.353/1 西森　芽依   フィッタ重信 小6 (2級)

12    45.343/6 寺坂　　栞   アズサ松山 小6 (1級)

棄権5/5 上田　稀織   コミュニティ 小6   

13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    30.646/5 秀野　由光   五百木ＳＣ 中1 (10級)

2    33.475/2 稲垣ふたば   アズサ松山 中3 (7級)

3    35.295/6 田中　美里   南海ＤＣ 中1 (6級)

4    35.425/7 西岡萌々子   HEART.S.A 中2 (6級)

5    35.585/3 今村　詩織   南海ＤＣ 中2 (5級)

6    36.914/6 越智　悠水   ファイブテン 中3 (4級)
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CS
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    29.386/4 秀野　加奈   五百木ＳＣ 中3 (11級)

2    32.686/1 堀　　七海   南海朝生田 高2 (7級)

2    32.686/7 岩本　　幸   コミュニティ 中3 (8級)

4    33.006/3 木下　真実   南海ＤＣ 高2 (7級)

5    34.255/1 井手　花音   フィッタ松山 中3 (6級)

6    34.745/8 神野　海玖   ファイブテン 中3 (6級)

7    34.786/2 瀧本　彩香   ファイブテン 高2 (6級)

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME


