
種目別競技結果
競技No 12.男子   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    35.495/4 梶田　洸貴      コナミ松山      小4

2    36.535/2 黒野　裕馬      コナミ松山      小4

3    36.855/1 東灘　空良      Ryuow           小4

4    37.374/8 内田　拓希      フィッタ松前    小4

5    37.844/3 島田　　希       フィッタ松山    小3

6    38.264/6 内田　圭祐      エリエールSC    小4

7    38.344/2 山田紗功也     八幡浜ＳＣ      小4

8    38.433/1 羽田野颯太     コナミ松山      小4

9    38.483/5 大加田元輝     コミュニティ    小3

10    39.183/6 金田　浩聖      ファイブテン    小3

11    39.403/7 浅井創太朗     八幡浜ＳＣ      小4

12    39.88 2/4 加藤　雄大      Z-UP            小4

13    40.084/7 泉　慎之介      八幡浜ＳＣ      小4

14    40.103/3 山内　寛大      Z-UP            小4

15    41.034/1 清水　優生      フィッタ松山    小3

16    42.593/8 藤田　　翔       ファイブテン    小4

17    43.771/6 杉本　吏輝      コミュニティ    小4

18    45.151/4 青野　　空       マコトSC双葉    小2

19    45.77 2/1 中田　智大      エリエールSC    小3

20    45.92 2/8 篠原　正成      エリエールSC    小2

21    46.01 2/3 宮﨑　琉雅      西条ＳＣ        小3

22    46.121/7 大内　春輝      五百木ＳＣ      小4

23    46.73 2/7 三ツ井歩夢     フィッタ松前    小3                               

24    47.10 2/6 西岡　颯大      南海ＤＣ        小3

25    47.56 2/2 奥田　海人      フィッタ松前    小4

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME1/4 ページ



種目別競技結果
競技No 12.男子   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

26    48.411/3 八木　一真      マコトSC双葉    小3

27    48.481/5 高岡　大珂      フィッタ松山    小2

28    48.941/8 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小3

29    49.501/2 立石　陽大      南海ＤＣ        小2

30    50.791/1 小野　寛生      南海ＤＣ        小2
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.68 8/3 竹内　稜翔      NSRT            小6

2    29.45 8/4 一色明日斗     フィッタ松山    小6

3    29.617/6 檜垣　碧位      コミュニティ    小6

4    30.73 8/7 大加田　凌      コミュニティ    小5

5    30.83 8/8 窪田　雄斗      フィッタ松山    小5                               

6    31.52 8/1 島田　友希      フィッタ松山    小6

7    31.736/5 大橋　海斗      南海ＤＣ        小6

8    31.977/5 津田　颯希      フィッタ松前    小6

9    32.347/8 藤田　陸斗      西条ＳＣ        小6

10    32.416/2 斉藤　大地      アズサ松山      小6

11    32.457/1 八重樫滉平     ファイブテン    小6

12    33.196/4 渡辺　航星      南海ＤＣ        小6

13    33.257/7 白石　　海       ファイブテン    小6

14    33.296/1 坂口　颯馬      五百木ＳＣ      小5

15    33.436/3 佐伯　遥斗      南海ＤＣ        小6

16    33.796/7 田坂　優成      フィッタ松山    小5

17    33.856/8 鳥取　愛斗      西条ＳＣ        小5

18    34.325/5 平田幸太郎     八幡浜ＳＣ      小6

19    34.605/3 木和田伊織     コミュニティ    小6

20    35.205/7 柚山　航輝      五百木ＳＣ      小6

21    36.445/8 西田　伊吹      Ryuow           小6

22    36.974/5 小倉　　玲       コナミ松山      小5

23    38.734/4 西﨑　　諒       コナミ松山      小5

24    38.743/4 田村　智弥      MESSA           小6

25    41.843/2 山田　佳明      アズサ松山      小6
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26    43.71 2/5 宝本　拓夢      コミュニティ    小5

13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.269/8 宮中　悠希      リー保内        中2

2    29.029/2 須賀　裕樹      コナミ松山      中2

3    29.34 8/5 小野　聖流      NSRT            中1

4    29.84 8/2 井上航太朗     石原ＳＣ        中1

5    29.869/1 奥本　陽葵      五百木ＳＣ      中2

6    29.887/4 江崎　隼人      フィッタ松前    中2

7    30.24 8/6 廣川勇太郎     石原ＳＣ        中1

8    31.667/3 大福　樹生      リー保内        中1

9    32.347/2 村上　太朗      瀬戸内温泉      中1

10    32.476/6 近藤　佐介      ファイブテン    中1

棄権5/6 西山　　空       西条ＳＣ        中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.079/4 原田　恭佑      石原ＳＣ        高3

2    26.259/5 山下　由真      アズサ松山      高2

3    26.489/3 三木　海渡      エリエールSC    高2

4    27.589/7 芝　　祐誠       五百木ＳＣ      中3

5    28.499/6 川本　　翔       八幡浜ＳＣ      中3
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