
種目別競技結果
競技No 11.女子   50m バタフライ   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    34.356/8 戎森かんな     フィッタ松山    小4

2    36.874/3 越智　海季      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

3    37.58 2/5 青木　春音      エリエールSC    小3

4    37.754/2 野木こころ     コナミ松山      小4

5    38.343/5 上甲　涼帆      石原ＳＣ        小3

6    38.723/3 小西　麗愛      八幡浜ＳＣ      小4

7    38.78 2/4 成城　美和      フィッタ松山    小4

8    39.333/4 吉田　芽生      ファイブテン    小3

9    40.00 2/3 川本　葵里      八幡浜ＳＣ      小3

10    40.473/2 鳥取　実結      西条ＳＣ        小3

11    41.193/1 安部向日葵     西条ＳＣ        小4

12    41.381/4 上田　　凛       五百木ＳＣ      小3

13    41.81 2/1 大石　晶夢      フィッタ松前    小3

14    41.98 2/8 土井　楓星      MESSA           小3

15    42.53 2/7 山本　彩実      Z-UP            小4

16    42.66 2/6 青山　遙花      フィッタ松山    小3

17    43.231/5 菅　　百花       フィッタ松前    小4

18    43.391/6 森田　真矢      瀬戸内温泉      小3

19    45.27 2/2 宝本　和花      コミュニティ    小3                               

20    45.911/7 田坂　真唯      南海ＤＣ        小3

21    46.141/3 阿部　夏姫      瀬戸内温泉      小3

22    47.341/2 西岡　泉美      南海ＤＣ        小3

棄権4/8 橋田　実和      フィッタ松前    小3

棄権5/7 西岡奈津樹     フィッタ松山    小3

棄権4/1 高内　七海      南海ＤＣ        小4
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.847/3 上田　　奏       五百木ＳＣ      小6

2    30.507/7 中岡亜依香     八幡浜ＳＣ      小6

3    31.477/8 上野　恵夢      西条ＳＣ        小6

4    31.496/4 三嶋　　拓       八幡浜ＳＣ      小6

5    32.856/2 参川かえで     フィッタ松山    小6

6    35.674/5 中村　咲心      南海ＤＣ        小6

7    35.825/1 中村　美心      コミュニティ    小5

8    36.035/5 松下　楓佳      アズサ松山      小5

9    36.265/6 篠﨑　　舞       Ryuow           小6

10    37.005/8 矢野　琴羽      フィッタ重信    小5

11    37.474/4 吉田　芽央      フィッタ松前    小5

12    38.114/7 武久　菜緒      八幡浜ＳＣ      小6

13    38.183/6 深瀬　夏美      アズサ松山      小5

14    38.284/6 奥村　美祐      コナミ松山      小5

15    40.983/7 永井　沙耶      南海朝生田      小5

棄権3/8 中村　遙花      ファイブテン    小5

棄権5/2 篠﨑　紀華      フィッタ松前    小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.217/2 上窪日向子     リー保内        中2

2    30.997/1 松本　結衣      エリエールSC    中1

3    31.776/5 兵頭　里美      フィッタ松山    中2

4    32.536/7 山本　　柚       石原ＳＣ        中1

5    33.245/4 稲瀬　歩夢      八幡浜ＳＣ      中2

6    34.315/3 佐藤　友香      石原ＳＣ        中2

7    35.026/1 岡田　佳弥      Ｂ＆Ｇ愛南      中2

棄権6/6 田中　隆乃      MESSA           中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.987/5 坂本　結虹      八幡浜ＳＣ      高1

2    30.837/6 兵頭明咲花     MESSA           高3

3    33.206/3 長岡　千尋      MESSA           高2

棄権7/4 坂口　聖奈      五百木ＳＣ      中3
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