
種目別競技結果

競技No: 9.女子   50m バタフライ   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    34.896/1 戎森かんな フィッタ松山    小4 (9級)

2    36.964/5 宮川　悠    競泳塾Again     小3 (9級)

3    37.675/6 内田　花埜 フィッタ川江    小4 (8級)

4    38.09 3/4 吉田　芽生 ファイブテン    小3 (11級)

5    39.454/2 小西　麗愛 八幡浜ＳＣ      小4 (7級)

6    39.674/8 大野菜々香 フィッタ松山    小4 (7級)

7    39.764/1 細川みなみ 石原ＳＣ        小3 (7級)

8    40.534/6 高内　七海 南海ＤＣ        小4 (5級)

9    40.64 3/6 越智　海季 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予     小4 (5級)

10    41.00 3/1 上岡　由佳 Ryuow           小5 (4級)

11    41.31 3/8 若藤　文萌 コミュニティ    小5 (4級)

12    41.64 3/3 神野　桃花 フィッタ新居浜  小5                              (4級)

13    41.78 3/7 鳥取　実結 西条ＳＣ        小3 (9級)
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14    42.202/6 川本　葵里 八幡浜ＳＣ      小3 (5級)

15    42.472/2 青山　遙花 フィッタ松山    小3 (8級)

16    46.662/5 角　　彩萌 フィッタ新居浜  小5 (1級)

17    47.152/8 藤田　真央 ファイブテン    小1 (5級)

18    47.302/3 西岡　泉美 かしま道後      小3 (5級)

19    48.392/1 藤田　莉帆 八幡浜ＳＣ      小2 (5級)

20    50.25 1/5 高橋　杏実 ファイブテン    小2 (4級)

21    52.64 1/4 田坂　真唯 かしま道後      小3 (2級)

22  1:01.481/3 森川　絵理 コナミ松山      小1                                

失格2/7 吉田　千暁 フィッタ松山    小1   
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    30.278/8 上田　　奏 五百木ＳＣ      小6 大会新                    (11級)

2    31.247/2 中岡亜依香 八幡浜ＳＣ      小6 (9級)

3    31.467/7 松本　結衣 エリエールSC    中1 (9級)

4    32.527/1 上野　恵夢 西条ＳＣ        小6 (9級)

5    32.867/8 山本　　柚 石原ＳＣ        中1 (8級)

6    34.445/2 中川　心琴 競泳塾Again     中1 (7級)

7    34.846/7 田中　幸希 MESSA           小6 (7級)

8    35.276/6 藤田　夏菜 フィッタ新居浜  小6 (6級)

9    35.285/5 松下　楓佳 競泳塾Again     小5 (7級)

10    37.155/1 越智すみれ 西条ＳＣ        小5 (6級)

11    37.735/7 野井　梨央 フィッタ松山    小6 (4級)

12    38.51 3/5 武久　菜緒 八幡浜ＳＣ      小6 (4級)

13    39.114/7 深瀬　夏美 アズサ松山      小5 (4級)
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14    39.174/4 西森　芽依 フィッタ重信    中1 (3級)

15    42.05 3/2 浅井　七海 八幡浜ＳＣ      小5 (2級)

16    43.522/4 山田　蒼依 フィッタ松前    小5 (1級)

棄権5/3 岡田愛唯莉 西条ＳＣ        小6   
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.878/5 平田　美幸 八幡浜ＳＣ      中2 大会ﾀｲ                  (13級)

2    29.338/3 坂口　聖奈 五百木ＳＣ      中3 (10級)

3    30.038/6 大西　朱星 八幡浜ＳＣ      中2 (9級)

4    30.567/6 上窪日向子 リー保内        中2 (9級)

5    30.807/5 大塚　美音 コミュニティ    中2 (9級)

6    31.288/1 篠原　由羽 エリエールSC    中2 (8級)

7    33.266/4 尾﨑　綾音 コミュニティ    中1 (7級)

8    33.306/3 大野みさき MESSA           中2 (6級)

9    35.146/2 岡田　佳弥 Ｂ＆Ｇ愛南      中2 (5級)

10    36.485/4 和田　涼花 フィッタ松前    中1 (4級)

11    37.975/8 梶原　瑠菜 フィッタ川江    中3 (2級)

12    39.044/3 森実　　環 フィッタ川江    中1 (2級)
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15歳以上
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    27.898/4 坂口　詩穏 五百木ＳＣ      高1 大会新                    (11級)

2    30.218/2 坂本　結虹 八幡浜ＳＣ      高1 (9級)

3    30.987/3 兵頭音百花 MESSA           高1 (8級)

4    31.317/4 中村　千紗 アズサ松山      中3 (8級)

5    32.866/5 田中　小春 MESSA           高1 (6級)

6    33.058/7 兵頭明咲花 MESSA           高3 (6級)

7    33.076/8 冨山三咲生 Ryuow           高2 (6級)
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