
種目別競技結果
競技No 8.男子   50m 平泳ぎ   予選

第5回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

10歳以下10歳以下10歳以下10歳以下
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    45.684/2 櫻井　理道      コミュニティ    小4

2    48.463/5 越智　　渉       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

3    48.563/4 高岡　大珂      フィッタ松山    小3

4    48.703/3 河野　海音      フィッタ松前    小4

5    48.894/1 松浦　海翔      マコトSC双葉    小4

6    50.023/7 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小4

7    50.18 1/4 阿部　泰樹      フィッタ重信    小4

8    51.913/1 大森　統也      フィッタ松前    小3

9    52.403/8 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小3

10    54.18 1/3 兵頭虎太朗     フィッタ松前    小2                               

11    55.312/6 保利　俊希      フィッタ松前    小4

12    55.502/7 忽那　海音      フィッタ松前    小2

13    57.282/2 渡部　　京       フィッタ松前    小3

14    57.66 1/5 向井　蒼空      ファイブテン    小1

失格2/3 片山　珠吏      南海ＤＣ        小3

失格2/4 上岡　莉己      Ryuow           小1

棄権2/5 大石　陵雅      フィッタ松前    小2

棄権4/8 三ツ井歩夢     フィッタ松前    小4
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11～12歳11～12歳11～12歳11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    36.256/2 浅川　　色       南海朝生田      小6

2    38.734/4 阿部　大和      瀬戸内温泉      中1

3    39.36 5/7 北口　真也      リー保内        小6

4    40.974/5 西躰　龍星      コミュニティ    小6

5    43.494/6 渡部　　蓮       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

6    47.783/6 井上富士一     リー保内        小5

7    52.173/2 柴田　　凌       コミュニティ    小5

13～14歳13～14歳13～14歳13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.907/2 田村倫太郎     Z-UP            中3

2    32.916/6 藤野　恵多      フィッタ重信    中2

3    34.066/7 池田　昂輝      Ｂ＆Ｇ愛南      中3

4    34.08 5/6 谷村　大樹      八幡浜ＳＣ      中1

5    35.82 5/3 山田　丈偉      フィッタ重信    中2

6    35.876/8 髙須賀　心      フィッタ松前    中2

7    36.25 5/4 菊池　映吾      南海ＤＣ        中2

8    36.65 5/5 村上　太朗      瀬戸内温泉      中2

9    40.60 5/8 三木　将広      アズサ松山      中1

10    40.85 5/1 藤原　優治      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

11    45.624/3 浅木　悠介      フィッタ重信    中1

失格5/2 陶山　亮太      競泳塾Again     中1

棄権4/7 田中　虹成      フィッタ重信    中1
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15～18歳15～18歳15～18歳15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.797/3 源　　謙吾       MESSA           高2

2    30.887/5 薬師寺康輔     石原ＳＣ        高1

3    31.487/6 青木　　涼       南海朝生田      高1

4    31.756/4 戸田好士郎     MESSA           高1

5    31.807/8 三宅　克明      五百木ＳＣ      高1

6    32.026/3 森本　智也      西条ＳＣ        高1

7    32.157/1 宮中　悠希      リー保内        中3

8    33.756/5 植田　悠大      南海朝生田      中3

9    35.936/1 廣井　和也      八幡浜ＳＣ      中3

19歳以上19歳以上19歳以上19歳以上
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.907/4 菊地駿一郎     八幡浜ＳＣ      一0

2    32.817/7 村田　健太      石原ＳＣ        大4
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