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競技No: 8.男子   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    38.315/5 伊須　新太   かしま道後 小5 大会新                        (10級)

2    39.665/4 岡本　大翔   クアＳＳ 小4 (9級)

3    41.335/1 坂口　颯馬   五百木ＳＣ 小4 (8級)

4    43.874/2 濱岡　修吾   フィッタ松山 小4 (7級)

5    44.423/4 武智　研吾   アズサ松山 小4 (7級)

6    44.984/7 北口　真也   リー保内 小4 (6級)

7    45.624/1 浅川　　色   南海朝生田 小4 (7級)

8    48.953/7 泉　慎之介   八幡浜ＳＣ 小3 (5級)

9    49.222/7 亀田　智寛   コミュニティ 小5 (4級)

10    50.402/6 西川　昌汰   フィッタ松山 小4 (3級)

11    51.002/5 今津　昂大   南海ＤＣ 小5 (2級)

12    53.202/3 程野　裕介   八幡浜ＳＣ 小4 (1級)

13    56.162/2 岡崎　一彗   フィッタ松山 小2 (5級)

14    57.642/1 福田　英寿   ファイブテン 小2 (4級)

15  1:00.161/4 石村　　圭   ファイブテン 小3   

16  1:01.341/3 松田　康生   アズサ松山 小2 (2級)

17  1:02.371/5 大野孝太郎   南海ＤＣ 小2 (1級)
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    35.557/7 一色明日斗   フィッタ松山 小5 (10級)

2    35.566/4 奥本　陽葵   五百木ＳＣ 中1 (9級)

3    35.706/2 冨山　快生   コミュニティ 中1 (9級)

4    36.086/7 田村倫太郎   Z-UP 中1 (8級)

5    36.526/6 三好　　凛   かしま道後 小6 (10級)

6    37.746/3 廣川勇太郎   かしま道後 小6 (7級)

7    37.945/3 濱岡　勇斗   フィッタ松山 小6 (7級)

8    39.575/7 稲田　有希   石原ＳＣ 中1 (6級)

9    41.045/2 永島　滉士   西条ＳＣ 小6 (5級)

10    41.535/6 山田　丈偉   フィッタ重信 小6 (4級)

11    41.813/3 神田　悠斗   南海ＤＣ 小5 (6級)

12    42.824/5 野村　駿斗   フィッタ重信 小6 (3級)

12    42.824/4 菊池　映吾   南海ＤＣ 小6 (3級)

14    43.274/6 西原　快進   フィッタ重信 小6 (3級)

15    44.003/2 細川直央人   石原ＳＣ 小6 (4級)

16    45.323/5 志賀　真琴   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小6 (4級)

17    45.863/6 花山　虹介   石原ＳＣ 小6 (3級)

18    45.974/3 斎賀　　建   マコトSC双葉 小6 (3級)

19    47.304/8 佐伯　聡仁   フィッタ重信 小6 (2級)

20    48.522/4 佐伯　遥斗   南海ＤＣ 小5 (1級)

21    48.803/8 藤田　健奨   コミュニティ 小5 (1級)

22    51.963/1 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    30.818/3 長尾　息吹   アズサ松山 中3 大会新                        (10級)

2    31.738/6 薬師寺康輔   石原ＳＣ 中2 (9級)

3    32.508/7 福永　竜星   南海ＤＣ 中2 (9級)

4    32.838/8 森本　智也   西条ＳＣ 中2 (9級)

5    33.227/6 森本　耕大   石原ＳＣ 中1 (9級)

6    35.757/8 植田　悠大   南海朝生田 中1 (7級)

7    36.127/2 芳野　水貞   アズサ松山 中2 (6級)

8    38.736/1 加藤　駿弥   ファイブテン 中2 (5級)

9    39.546/8 渡部　奏海   アズサ松山 中1 (4級)

10    40.815/8 崎山　寛太   石原ＳＣ 中1 (3級)

CS
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    30.358/4 石井　大樹   コミュニティ 高3 (9級)

2    31.358/5 岡田　　陸   アズサ松山 高2 (8級)

3    31.608/1 松室　明渡   石原ＳＣ 高2 (8級)

4    31.647/3 源　　謙吾   コミュニティ 中3 (9級)

5    31.858/2 松下　晏丈   南海ＤＣ 高2 (8級)

6    32.587/4 下久保一希   コミュニティ 高2 (7級)

7    33.357/5 武本　侑己   南海朝生田 高2 (7級)

8    35.186/5 中村　拓海   マコトSC双葉 高1 (6級)

9    36.377/1 中本　喜己   西条ＳＣ 高2 (4級)
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