
種目別競技結果
競技No 10.男子   50m 平泳ぎ   タイム決勝

2015年度チ ャ レ ン ジ ミ ー ト 水 泳 競 技 大 会

10歳以下
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    37.246/6 野田旺太郎     フィッタ松山    小4

2    40.246/1 坪内　聰典      フィッタ松山    小4

3    44.064/5 内田　拓希      フィッタ松前    小4

4    44.674/3 大内　春輝      五百木ＳＣ      小4

5    44.984/4 渡部　　蓮       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

6    47.264/7 上川　颯斗      リー保内        小4

7    47.62 3/4 佐藤　　光       ファイブテン    小3

8    47.674/1 福田　英寿      ファイブテン    小3

9    48.42 3/7 清水　瑛透      MESSA           小4                               

10    48.59 2/8 櫻井　理道      コミュニティ    小3

11    48.74 3/8 弓立　海翔      アズサ松山      小4

12    48.79 2/7 井上富士一     リー保内        小4                               

13    49.78 3/2 河野　海音      フィッタ松前    小3

14    50.94 2/3 毛利瑠希士     フィッタ松前    小4

15    51.08 2/6 松浦　海翔      マコトSC双葉    小3

16    51.29 2/5 石村　　圭       ファイブテン    小4

17    51.49 2/4 渡部　航大      西条ＳＣ        小3

18    51.64 2/1 八木　一真      マコトSC双葉    小3

19    51.81 2/2 松本　力飛      リー保内        小4

20    52.31 3/1 渡瀬　陽太      フィッタ松山    小4

21    53.351/5 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小3

22    58.531/6 片山　珠吏      南海ＤＣ        小2

23    58.651/3 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小2

失格1/4 土居　陸翔      八幡浜ＳＣ      小2

棄権3/6 永野　隼翔      五百木ＳＣ      小4
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    34.648/1 伊須　新太      南海ＤＣ        小6

2    36.326/4 浅川　　色       南海朝生田      小5

3    36.707/6 岡本　大翔      八幡浜ＳＣ      小5

4    37.497/8 友澤　篤志      五百木ＳＣ      小6

5    37.897/5 清家　　宙       リー保内        小6

6    39.406/7 石川　和磨      エリエールSC    小5

7    39.595/7 増田　陽斗      八幡浜ＳＣ      小6

8    39.696/5 大西健士朗     Ｂ＆Ｇ愛南      小5

9    39.736/8 森田　侑幹      コナミ松山      小6

10    40.165/4 浦崎　昂楽      コミュニティ    小5

11    40.266/2 隅田　晴彦      フィッタ松前    小6

12    41.305/5 藤田　遥稀      ファイブテン    小5

13    42.205/3 濱岡　修吾      フィッタ松山    小5

14    42.315/6 北口　真也      リー保内        小5

15    44.575/2 石村　　匠       ファイブテン    小6

16    44.885/1 土居　颯太      五百木ＳＣ      小5

17    44.964/6 弓立　拍空      アズサ松山      小6

18    44.984/2 尾上　勇喜      瀬戸内温泉      小6

19    45.175/8 程野　裕介      八幡浜ＳＣ      小5

20    47.294/8 宝本　拓夢      コミュニティ    小5

21    47.33 3/3 菅　　新大       瀬戸内温泉      小6

22    47.40 3/5 長谷部和輝     瀬戸内温泉      小5

棄権7/4 神田　悠斗      南海ＤＣ        小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    32.468/2 森本　耕大      石原ＳＣ        中2

2    34.228/7 植田　悠大      南海朝生田      中2

3    35.838/8 菊池　映吾      南海ＤＣ        中1

4    36.257/7 竹内　陸翔      五百木ＳＣ      中1

5    36.267/1 竹内　海翔      五百木ＳＣ      中1

6    36.587/3 山田　丈偉      フィッタ重信    中1

7    36.907/2 松本　海璃      五百木ＳＣ      中1

8    37.846/3 山岡　利哉      五百木ＳＣ      中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.648/6 源　　謙吾       MESSA           高1

2    30.798/4 長尾　息吹      アズサ松山      高1

3    31.268/3 橋本　　道       MESSA           高3

棄権8/5 薬師寺康輔     石原ＳＣ        中3
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