
種目別競技結果
競技No 7.女子   50m 背泳ぎ   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    34.656/3 下田　天海      リー保内        小4

2    36.656/8 前田　唯菜      コミュニティ    小4

3    38.505/7 白方　彩恵      南海ＤＣ        小4

4    39.775/6 赤尾　美澄      フィッタ松山    小3

5    40.284/2 宮内結衣子     南海ＤＣ        小4

6    40.404/4 大西　美憂      コナミ松山      小4

7    41.86 3/2 山中　紗和      リー保内        小4

8    42.204/7 井上日菜子     八幡浜ＳＣ      小3

9    42.77 3/6 上甲　涼帆      石原ＳＣ        小3

10    43.38 3/3 窪田　明依      八幡浜ＳＣ      小3                               

11    43.531/4 森田　真矢      瀬戸内温泉      小3

12    43.56 3/7 藤田　莉帆      八幡浜ＳＣ      小2

13    43.61 3/4 大野菜々香     フィッタ松山    小4

14    43.754/8 大川　心暖      五百木ＳＣ      小3

15    44.46 3/5 宮野　心寧      西条ＳＣ        小4

16    45.23 3/1 今井　葉月      フィッタ松前    小4                               

17    45.26 3/8 宝本　和花      コミュニティ    小3

18    45.46 2/3 三島　綾乃      フィッタ松山    小3

19    45.84 2/4 中野　瑞菜      アズサ松山      小4

20    45.93 2/5 立川　千紘      フィッタ松山    小3

21    46.42 2/2 阿部　夏姫      瀬戸内温泉      小3

22    46.50 2/6 井手　美来      瀬戸内温泉      小4

23    48.70 2/7 水野　優那      ファイブテン    小3

24    49.301/3 徳永　莉子      アズサ松山      小4

25    50.41 2/8 土居　夢奈      MESSA           小4
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26    50.831/5 藤井　里歩      南海ＤＣ        小2

失格2/1 内田　侑花      エリエールSC    小1                               

11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.347/7 秀野　亜耶      五百木ＳＣ      小6

2    31.927/3 芝　　咲菜       五百木ＳＣ      小5

3    32.857/2 上田　　奏       五百木ＳＣ      小6

4    34.416/5 篠原　那緒      エリエールSC    小6

5    36.155/4 田村　祐奈      ファイブテン    小5

6    36.886/6 岩本　栞里      南海ＤＣ        小6

7    37.396/7 岡村　亜優      南海ＤＣ        小5

8    38.936/2 三浦　花菜      八幡浜ＳＣ      小5

9    39.125/3 山本　　明       石原ＳＣ        小5

10    39.325/1 山本　咲良      リー保内        小5

11    39.505/2 吉田　芽央      フィッタ松前    小5

12    40.304/5 西本　凪砂      南海ＤＣ        小5

13    41.794/6 浅井　七海      八幡浜ＳＣ      小5

14    42.884/3 山田　蒼依      フィッタ松前    小5
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.117/4 秀野　由光      五百木ＳＣ      中2

2    30.817/5 濱家　未来      南海ＤＣ        中1

3    32.277/6 吉田　若菜      NSRT            中2

4    37.856/1 宇都宮真由     リー保内        中2

5    38.005/5 寺坂　　栞       アズサ松山      中1

6    39.265/8 山中今日香     Ｂ＆Ｇ愛南      中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    33.797/1 谷岡　里菜      五百木ＳＣ      高1

1    33.797/8 埜下はるな     Ｂ＆Ｇ愛南      高1

3    34.086/4 神野　海玖      ファイブテン    高1

4    40.664/1 竹内　美悠      MESSA           高2
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