
種目別競技結果

競技No: 7.女子   50m 平泳ぎ   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    41.535/2 別府　彩羽 マコトSC双葉    小5 (8級)

2    42.675/3 中野　　優 南海ＤＣ        小4 (8級)

3    46.054/3 藤岡　　凛 フィッタ松山    小4 (7級)

4    46.303/4 岡本　未来 八幡浜ＳＣ      小3 (7級)

5    46.663/6 宮野　心寧 西条ＳＣ        小4 (5級)

6    47.604/8 島田　実季 コミュニティ    小4 (6級)

7    48.103/7 森田　真矢 瀬戸内温泉      小3 (6級)

8    48.582/3 清家　美羽 フィッタ松山    小3 (9級)

9    49.143/8 小池　佳澄 瀬戸内温泉      小4 (5級)

10    49.313/5 朝雲　百羽 リー保内        小4 (4級)

11    50.152/2 菅　　百花 フィッタ松前    小4 (5級)

12    50.483/3 岡本百萌子 南海ＤＣ        小4 (3級)

13    51.792/5 大谷　心咲 フィッタ松山    小2 (7級)
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14    52.482/6 徳永　莉子 アズサ松山      小4 (3級)

15    52.693/1 長野　愛椛 フィッタ川江    小4 (3級)

16    53.471/5 釘宮　遥花 フィッタ松前    小3 (3級)

17    53.711/3 土居　夢奈 リー保内        小4 (3級)

18    54.322/4 藤岡　幸恵 フィッタ松山    小3 (2級)

19    54.372/8 池田　琴海 アズサ松山      小4 (2級)

20    55.261/4 豊田明歩実 フィッタ松前    小3 (2級)

21    58.221/6 青山　遙花 フィッタ松山    小3 (4級)

22    59.391/1 桝本祐喜乃 フィッタ松前    小3 (3級)

23  1:00.591/2 二宮　悠梨 八幡浜ＳＣ      小3   

24  1:08.601/8 前田　莉穂 コナミ松山      小2   

失格2/1 高橋　杏実 ファイブテン    小2   

失格1/7 兵頭　まい 競泳塾Again     小2   

棄権2/7 岡田夢珠結 西条ＳＣ        小4   
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    36.097/4 井上　紗奈 南海ＤＣ        小6 (10級)

2    36.458/1 深川　瑚夏 NSRT            小6 (9級)

3    38.187/8 掛水　舞梨 五百木ＳＣ      小6 (9級)

4    39.626/5 山内　萌加 西条ＳＣ        小5 (8級)

5    40.725/5 荻山　次美 フィッタ松前    小6 (7級)

6    42.186/2 樋口　美羽 フィッタ松山    小6 (6級)

7    43.365/7 三好　未来 かしま道後      小5 (6級)

8    43.446/7 山本　　明 石原ＳＣ        小5 (6級)

9    43.804/6 浦上　眞愛 南海ＤＣ        小5 (6級)

10    43.954/4 藤田　涼花 リー保内        小5 (5級)

11    45.214/7 池田　陽香 アズサ松山      小6 (4級)

12    46.505/8 松浦　咲良 八幡浜ＳＣ      小5 (4級)

13    48.773/2 佐伯　穂果 フィッタ重信    小6 (1級)
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棄権4/5 土井　七星 リー保内        小6   
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    33.098/4 岡田　　彩 アズサ松山      中2 大会新                    (12級)

2    33.878/5 浅川　　楓 南海朝生田      中2 (10級)

3    34.108/2 菊地　華乃 アズサ松山      中2 (10級)

4    37.107/3 田中　隆乃 MESSA           中1 (8級)

5    37.256/4 三上　花菜 五百木ＳＣ      中2 (8級)

6    37.867/6 伊達也々子 南海朝生田      中3 (7級)

7    39.856/8 長島　来夢 マコトSC双葉    中1 (6級)

8    40.697/1 真鍋美古都 フィッタ新居浜  中2 (6級)

9    42.236/1 橋本　佑香 フィッタ松前    中2 (5級)

10    43.584/1 菊池　弥咲 八幡浜ＳＣ      中1 (4級)

11    43.594/2 平田　　芽 エリエールSC    中1 (4級)

12    43.925/1 梶原　瑠菜 フィッタ川江    中3 (2級)

13    45.855/6 長尾　侑美 フィッタ松前    中1 (2級)
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棄権6/3 三宅　舞波 エリエールSC    中2   

棄権5/4 桑原　紗英 マコトSC双葉    中2   

15歳以上
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    33.848/6 戒能　朝陽 南海ＤＣ        中3 (10級)

2    35.598/3 井上　佳慧 石原ＳＣ        高2 (8級)

3    36.858/8 立石　瑞萌 かしま道後      高2 (7級)

4    37.267/2 宮本　聖乃 リー保内        高1 (7級)

5    37.547/5 青野　千里 Z-UP            高2 (7級)

6    38.067/7 三木　佳音 エリエールSC    中3 (7級)

棄権8/7 田中　陽奈 かしま道後      高1   

棄権6/6 大澤　里奈 Ryuow           中3   
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