
種目別競技結果

競技No: 5.女子   50m 背泳ぎ   予選

第4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    35.876/3 下田　天海 リー保内        小4 (9級)

2    36.176/5 芝　　怜菜 五百木ＳＣ      小3 (10級)

3    40.794/6 白方　彩恵 南海ＤＣ        小4 (8級)

4    41.325/8 天川谷美宙 フィッタ新居浜  小4 (5級)

5    41.48 3/4 西本　凪砂 南海ＤＣ        小5 (5級)

6    41.664/2 宮内結衣子 南海ＤＣ        小4 (5級)

7    41.844/7 井上日菜子 八幡浜ＳＣ      小3 (7級)

8    42.065/7 太森　友菜 アズサ松山      小5 (5級)

9    42.47 3/3 越智　海季 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予     小4 (5級)

10    43.30 3/5 石川さくら 西条ＳＣ        小4                              (4級)

11    44.004/8 窪田　美咲 フィッタ松山    小3 (6級)

12    44.284/1 窪田　明依 八幡浜ＳＣ      小3 (6級)

13    44.572/2 大石　晶夢 フィッタ松前    小3 (5級)
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14    45.082/4 藤田　莉帆 八幡浜ＳＣ      小2 (8級)

15    46.232/3 宝本　和花 コミュニティ    小3 (7級)

16    46.29 3/6 長野　愛椛 フィッタ川江    小4 (4級)

17    46.642/1 髙田　夏帆 マコトSC双葉    小2 (7級)

18    47.66 3/8 立川　千紘 フィッタ松山    小3 (6級)

19    47.75 3/7 三浦　珠季 西条ＳＣ        小3 (4級)

20    47.932/5 中野　瑞菜 アズサ松山      小4 (3級)

21    48.422/7 加藤　夕風 フィッタ新居浜  小4 (3級)

22    49.76 1/5 内田　侑花 エリエールSC    小1 (5級)

23    50.142/6 石川　愛花 西条ＳＣ        小3 (5級)

24    52.072/8 土居　夢奈 リー保内        小4 (1級)

25    52.80 1/6 小泉　なな コナミ松山      小3 (1級)

26    56.88 1/1 石本　るん 八幡浜ＳＣ      小2 (1級)

27    58.16 1/2 澤井　千紘 ファイブテン    小3   
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28  1:00.181/4 武田　夏芽 かしま道後      小3   

29  1:03.561/7 木村　倖彩 ファイブテン    小1                                

失格1/8 岩崎　希香 競泳塾Again     小2   
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    31.028/3 濱家　未来 南海ＤＣ        中1 大会新                    (11級)

2    32.158/1 芝　　咲菜 五百木ＳＣ      小5 (10級)

3    32.887/4 秀野　亜耶 五百木ＳＣ      小6 (9級)

4    34.767/7 篠原　那緒 エリエールSC    小6 (8級)

5    35.896/8 桑村　希海 かしま道後      小5 (8級)

6    36.646/7 松良凜々子 八幡浜ＳＣ      小6 (6級)

7    37.235/5 石村　彩羽 マコトSC双葉    小6 (6級)

8    37.725/3 岩本　栞里 南海ＤＣ        小6 (5級)

9    38.736/1 奥本　日和 五百木ＳＣ      小5 (6級)

10    38.955/4 田辺　萌華 エリエールSC    小6 (6級)

11    39.364/5 吉田　芽央 フィッタ松前    小5 (5級)

12    39.424/3 岡村　亜優 南海ＤＣ        小5 (5級)

13    39.445/1 矢野　琴羽 かしま道後      小5 (5級)
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14    39.625/2 山本　咲良 リー保内        小5 (5級)

15    40.585/6 角田　　歩 Z-UP            小6 (4級)

16    42.29 3/2 山本　彩寧 マコトSC双葉    小5 (3級)

17    49.69 1/3 重松　由衣 マコトSC双葉    小4   

棄権3/1 松本　幸子 八幡浜ＳＣ      小5   
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    30.098/5 秀野　由光 五百木ＳＣ      中2 (10級)

2    30.888/2 三好　温子 八幡浜ＳＣ      中2 (10級)

3    31.228/7 赤松　舞音 コミュニティ    中1 (10級)

4    32.958/8 吉田　若菜 NSRT            中2 (8級)

5    34.257/5 田中　美里 南海ＤＣ        中2 (7級)

6    35.497/1 山本　音羽 Ｂ＆Ｇ愛南      中2 (5級)

7    36.566/2 越智　咲水 Z-UP            中1 (5級)

8    42.094/4 濱口　陽世 フィッタ重信    中2 (1級)
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15歳以上
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    29.058/4 秀野　加奈 五百木ＳＣ      高1 (11級)

2    31.728/6 井手　めぐ かしま道後      高2 (8級)

3    33.667/6 井手　花音 フィッタ松山    高1 (6級)

4    34.757/2 神野　海玖 ファイブテン    高1 (5級)

5    35.266/4 新宮　美月 南海ＤＣ        高1 (5級)

6    36.406/6 越智　悠水 ファイブテン    高1 (4級)

棄権7/8 谷岡　里菜 五百木ＳＣ      高1   

棄権7/3 稲垣ふたば アズサ松山      高1   
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