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競技No: 7.女子   50m 平泳ぎ   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    39.045/2 掛水　舞梨   五百木ＳＣ 小5 (10級)

2    39.625/7 上田　　奏 五百木ＳＣ 小5 (10級)

3    43.40 4/3 山内　萌加   西条ＳＣ 小4 (7級)

4    44.17 4/2 長岡　一華 コミュニティ 小5 (7級)

5    46.48 4/1 三好　未来   かしま道後 小4 (5級)

6    46.963/6 深瀬　夏美   アズサ松山 小4 (5級)

7    47.08 4/5 門屋　茉那   コナミ松山 小5 (5級)

8    47.273/3 藤田　涼花   リー保内 小4 (5級)

9    47.453/8 浦上　眞愛   南海ＤＣ 小4 (5級)

10    47.763/5 別府　彩羽   マコトSC双葉 小4 (6級)

11    50.033/1 野口　彩花   フィッタ重信 小5 (3級)

12    50.183/2 真鍋　那奈   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小4 (3級)

13    52.492/2 樋口　澪唯   フィッタ松山 小4 (3級)

14    52.502/3 成城　美和   フィッタ松山 小3 (3級)

15    53.032/6 浅井　七海   八幡浜ＳＣ 小4 (1級)

16    53.361/4 藤岡　　凛   フィッタ松山 小3 (6級)

17    53.802/7 朝雲　百羽   リー保内 小3 (3級)

18    57.971/5 片山瑠々花   かしま道後 小3 (4級)

19    58.411/3 窪田　美咲   フィッタ松山 小2 (4級)

棄権2/4 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    34.967/1 菊地　華乃   アズサ松山 中1 (10級)

2    36.926/5 松田さくら   コナミ松山 小6 (10級)

3    37.685/5 田中　隆乃   クアＳＳ 小6 (9級)

4    37.756/8 菊地　真碧   八幡浜ＳＣ 小6 (9級)

5    39.686/7 井上　紗奈   南海ＤＣ 小5 (8級)

6    41.305/1 引地　　冴   八幡浜ＳＣ 小5 (7級)

7    44.03 4/4 桑原　紗英   マコトSC双葉 中1                               (4級)

8    44.06 4/7 樋口　美羽   フィッタ松山 小5 (5級)

9    45.783/4 池田　汐音   マコトSC双葉 小6 (3級)

10    46.463/7 松居　　歩   コミュニティ 中1 (3級)

11    48.50 4/8 山田愛也里   八幡浜ＳＣ 小6 (3級)

12    51.152/5 赤羽侑希音   フィッタ重信 小5 (1級)

棄権4/6 廣井　優花   八幡浜ＳＣ 小6   

13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    33.547/5 戒能　朝陽   南海ＤＣ 中2 大会新                        (11級)

2    33.957/3 岡田　　彩   アズサ松山 中1 大会新                        (11級)

3    35.247/2 浅川　　楓   南海朝生田 中1 (10級)

4    36.716/4 石井　美咲   コミュニティ 中2 (8級)

5    38.225/4 宮本　聖乃   リー保内 中3 (7級)

6    38.625/6 三上　花菜   五百木ＳＣ 中1 (7級)

7    38.705/3 船田　侑希   クアＳＳ 中2 (6級)
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CS
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    32.197/4 照喜納志帆   南海ＤＣ 高3 大会新                        (12級)

2    34.137/6 井上　佳慧   HEART.S.A 高1 (10級)

3    35.427/7 野口　　楓   アズサ松山 高1 (9級)

4    36.206/2 立石　瑞萌   かしま道後 高1 (8級)

5    36.506/6 菊地　美桜   アズサ松山 高1 (8級)

6    36.517/8 東　　風音   クアＳＳ 高2 (8級)

7    38.106/3 兵頭音百花   コミュニティ 中3 (7級)

8    40.056/1 西岡　琴子   HEART.S.A 高1 (5級)

9    42.665/8 山崎　芹奈   アズサ松山 高1 (3級)
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