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競技No: 6.男子   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    34.934/3 窪田　雄斗   フィッタ松山 小4 (12級)

2    35.994/7 野田旺太郎   フィッタ松山 小3 (10級)

3    39.563/7 梶田　洸貴   コナミ松山 小3 (11級)

4    39.943/1 廣瀬　合輝   Z-UP 小5 (6級)

5    40.922/5 鳥取　愛斗   西条ＳＣ 小4 (8級)

6    42.073/2 田中　晴朗   コナミ松山 小5 (5級)

7    42.182/3 浅井創太朗   八幡浜ＳＣ 小3 (10級)

8    42.792/6 水谷　拓哉   かしま道後 小4 (6級)

9    43.062/4 大石　陸斗   フィッタ松前 小4 (6級)

10    44.332/2 立石　凌翔   南海ＤＣ 小4 (6級)

11    44.96 1/2 高須賀健二   ファイブテン 小4 (5級)

12    46.092/7 荒砂亜沙飛   西条ＳＣ 小3 (5級)

13    47.122/1 藤田　颯斗   西条ＳＣ 小3 (7級)

14    47.582/8 佐藤　　光   ファイブテン 小2 (6級)

15    48.60 1/5 渡瀬　陽太   フィッタ松山 小3 (6級)

16    48.83 1/4 江刺　優五   フィッタ松山 小4                                 

17    50.05 1/3 菊池　陸人   リー保内 小3 (2級)

18    51.70 1/6 井上富士一   リー保内 小3 (1級)
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    31.746/1 曽我部望晏   石原ＳＣ 中1 (9級)

2    31.865/6 池内　健人   五百木ＳＣ 中1 (9級)

3    32.445/1 瀬戸　禅貴   五百木ＳＣ 中1 (9級)

4    32.755/2 市川　　薫   八幡浜ＳＣ 小6 (8級)

5    33.754/4 福井　佑絃   クアＳＳ 小6 (7級)

6    33.775/8 檜垣　碧位   クアＳＳ 小5 (9級)

7    34.674/2 廣瀬　寛人   Z-UP 中1 (7級)

8    36.543/5 野口　航希   西条ＳＣ 小6 (5級)

9    36.673/4 田村　陸翔   Z-UP 小6 (5級)

10    37.104/1 矢野　俊介   かしま道後 中1 (5級)

11    37.454/8 池田　弘毅   フィッタ重信 小6 (4級)

12    39.243/6 佐藤　　航   ファイブテン 小5 (5級)

13    41.783/8 三好　達大   リー保内 小6 (3級)

14    41.853/3 坂井　　暉   南海ＤＣ 小6 (3級)
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.857/5 濱家　隆佑   南海ＤＣ 中2 大会新                        (11級)

2    29.286/4 伊藤　　駿   ファイブテン 中2 (9級)

3    30.715/4 服部　喜仁   フィッタ松山 中2 (9級)

4    30.815/3 芝　　祐誠   五百木ＳＣ 中2 (9級)

5    31.595/5 眞鍋　　輝   アズサ松山 中2 (7級)

6    32.055/7 寺町　力哉   マコトSC双葉 中1 (8級)

7    32.396/6 森田　瑠海   ファイブテン 中1 (7級)

8    34.264/5 井上　雄斗   八幡浜ＳＣ 中2 (5級)

9    34.764/6 月原　　楓   石原ＳＣ 中2 (5級)

棄権6/7 藤田　京介   リー保内 中3   

CS
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.807/3 濱浦　了輔   南海朝生田 中3 大会新                        (9級)

2    28.067/2 亀岡　誠二   石原ＳＣ 高2 大会新                        (9級)

3    28.187/4 清家孔太郎   クアＳＳ 高3 大会新                        (9級)

4    29.246/5 片岡　幸輝   HEART.S.A 高2 (7級)

5    29.337/6 高橋　快嬉   ファイブテン 高1 (8級)

6    29.747/8 西川　清生   かしま道後 高2 (7級)

7    30.077/1 石風呂　聖   石原ＳＣ 高3 (7級)

8    30.826/2 大石　和孝   石原ＳＣ 高2 (6級)

9    31.146/3 西岡　尚市   南海ＤＣ 高3 (5級)

10    31.766/8 兵頭諒太朗   南海ＤＣ 高1 (5級)

棄権7/7 井上創一朗   リー保内 中3   
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