
種目別競技結果
競技No 8.男子   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    34.336/7 瀬戸　蒼陽      五百木ＳＣ      小4

2    38.255/3 浅井創太朗     八幡浜ＳＣ      小4

3    39.26 4/4 平野　　資       フィッタ松山    小3

4    39.702/5 渡辺　怜哉      五百木ＳＣ      小4

5    40.563/3 大西　龍玄      五百木ＳＣ      小4

6    41.693/8 井上　叶登      五百木ＳＣ      小4

7    42.592/6 玉井　龍弥      五百木ＳＣ      小4

8    42.992/3 藤田　颯斗      西条ＳＣ        小4

9    43.39 4/6 竹永　悠人      石原ＳＣ        小4

10    43.582/1 大野孝太郎     南海ＤＣ        小3

11    44.083/7 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小3

12    44.092/8 石原　晴琉      瀬戸内温泉      小3

13    44.721/4 青野　　空       マコトSC双葉    小2

14    44.811/5 植田　　睦       アズサ松山      小3

15    45.402/2 宮﨑　琉雅      西条ＳＣ        小3

16  1:00.421/3 髙橋　昂大      南海ＤＣ        小1

棄権2/4 永野　隼翔      五百木ＳＣ      小4

棄権2/7 毛利瑠希士     フィッタ松前    小4
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    34.856/1 井上　陽葵      五百木ＳＣ      小6

2    35.276/8 田中　晴朗      コナミ松山      小6

3    36.315/4 髙井健太郎     五百木ＳＣ      小5

4    36.425/6 亀岡　大起      Ryuow           小6

5    37.01 4/5 平田幸太郎     八幡浜ＳＣ      小6

6    37.225/1 吉田　烈強      五百木ＳＣ      小5

7    38.323/5 大西　源太      マコトSC双葉    小5

8    38.685/2 立石　凌翔      南海ＤＣ        小5

9    39.645/7 木村　駿斗      マコトSC双葉    小6

10    39.803/1 水谷　拓哉      コナミ松山      小5

11    40.46 4/2 伊藤　誠剛      八幡浜ＳＣ      小6

12    40.73 4/1 山本　羅偉      Ｂ＆Ｇ愛南      小5

13    41.403/4 江刺　優五      フィッタ松山    小5

14    41.633/6 松本　憲汰      フィッタ松山    小5

15    41.775/8 菊山　翔太      Z-UP            小5

16    42.46 4/3 溝口　稜茉      Z-UP            小5

失格4/8 菊池　慶太      八幡浜ＳＣ      小5                               

失格4/7 矢野　隼一      フィッタ重信    小6                               
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.216/6 森田　瑠海      ファイブテン    中2

2    31.056/2 仙波　　拓       MESSA           中2

3    36.505/5 野口　航希      西条ＳＣ        中1

4    40.053/2 松田　海飛      Ｂ＆Ｇ愛南      中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.436/4 濱家　隆佑      南海ＤＣ        中3

2    27.726/5 濱浦　了輔      南海朝生田      高1

3    28.096/3 高橋　快嬉      ファイブテン    高2
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