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競技No: 9.女子   50m バタフライ   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    32.585/1 上田　　奏 五百木ＳＣ 小5 大会新                        (10級)

2    35.214/7 上野　恵夢   西条ＳＣ 小5 (9級)

3    35.563/3 田中　幸希   クアＳＳ 小5 (8級)

4    38.033/6 桑村　希海   かしま道後 小4 (7級)

5    38.653/7 渡邉　琴音   南海朝生田 小5 (6級)

6    39.542/3 荻山　次美   フィッタ松前 小5 (6級)

7    39.883/1 戎森かんな   フィッタ松山 小3 (7級)

8    41.782/4 奥村　美祐   コナミ松山 小4 (6級)

9    42.332/7 吉田　芽央   フィッタ松前 小4 (4級)

10    43.342/1 吉田　芽生   ファイブテン 小2 (8級)

11    44.131/6 中野　　優   南海ＤＣ 小3 (4級)

12    44.432/2 西岡奈津樹   フィッタ松山 小2 (7級)

13    44.451/3 越智　彩水   Z-UP 小4 (4級)

14    44.892/6 小西　麗愛   八幡浜ＳＣ 小3 (7級)

15    45.532/8 大野菜々香   フィッタ松山 小3 (6級)

16    47.651/4 樋口　澪唯   フィッタ松山 小4 (2級)

17    49.161/5 井上　莉子   かしま道後 小3 (1級)
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11～12歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    32.295/7 松本　結衣   エリエールSC 小6 (9級)

2    32.834/6 白石　美羽   フィッタ松山 小6 (8級)

3    33.174/5 中岡亜依香   コミュニティ 小5 (9級)

4    34.014/4 尾﨑　綾音   クアＳＳ 小6 (7級)

5    35.714/8 参川かえで   フィッタ松山 小5 (7級)

6    36.743/2 土居　明莉   五百木ＳＣ 小5 (6級)

7    38.093/8 玉井　菜実   フィッタ松前 小6 (4級)

8    38.542/5 柿内　胡華   南海ＤＣ 小5 (5級)

13～14歳

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.876/5 平田　美幸   クアＳＳ 中1 大会新                        (13級)

2    29.796/3 大西　朱星   コミュニティ 中1 (10級)

2    29.796/2 坂口　聖奈   五百木ＳＣ 中2 (10級)

4    31.505/6 大塚　美音   クアＳＳ 中1 (8級)

5    31.585/4 中村　千紗   アズサ松山 中2 (8級)

6    32.525/2 篠原　由羽   エリエールSC 中1 (7級)

7    33.994/2 山本　芹菜   リー保内 中2 (6級)

8    34.174/1 大野みさき   コミュニティ 中1 (6級)

9    35.133/4 水岡　玲奈   かしま道後 中2 (5級)

10    36.683/5 間藤　七菜   HEART.S.A 中2 (4級)
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CS

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    28.266/4 坂口　詩穏   五百木ＳＣ 中3 大会新                        (11級)

2    29.406/6 井尻　　環   南海ＤＣ 高1 (9級)

3    30.736/7 兵頭明咲花   コミュニティ 高2 (8級)

4    30.986/8 卷幡ひなた   マコトSC双葉 高1 (8級)

5    31.015/5 宮崎　穂香   ファイブテン 高2 (8級)

6    31.526/1 堀　　美桜   南海朝生田 高1 (7級)

7    32.495/3 長岡　千尋   コミュニティ 高1 (7級)

8    33.295/8 青野　千里   Z-UP 高1 (6級)

9    34.134/3 佐々木　優   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 高2 (5級)
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