
種目別競技結果
競技No 9.女子   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    41.256/3 中野　　優       南海ＤＣ        小4

2    42.396/6 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      小3

3    45.69 5/3 岡本　未来      八幡浜ＳＣ      小3

4    46.164/4 片山瑠々花     南海ＤＣ        小4

5    46.353/5 菅　　百花       フィッタ松前    小4

6    46.69 5/1 清家　美羽      フィッタ松山    小3

7    47.124/8 宮野　心寧      西条ＳＣ        小4

8    47.72 5/6 藤岡　　凛       フィッタ松山    小4

9    48.264/1 大石　晶夢      フィッタ松前    小3

10    48.374/2 朝雲　百羽      リー保内        小4

11    48.794/6 岡本百萌子     南海ＤＣ        小4

12    48.823/4 窪田　美咲      フィッタ松山    小3

13    49.662/3 三浦　珠季      西条ＳＣ        小3

14    50.182/5 土井　楓星      MESSA           小3

15    50.482/1 藤田　真央      ファイブテン    小1

16    50.573/2 高橋　杏実      ファイブテン    小2

17    51.153/7 髙田　夏帆      マコトSC双葉    小2

18    51.163/8 徳永　莉子      アズサ松山      小4

19    52.182/4 釘宮　遥花      フィッタ松前    小3

20    53.231/4 古屋　実優      アズサ松山      小3

21    54.352/2 土居　夢奈      MESSA           小4

22    54.822/6 豊田明歩実     フィッタ松前    小3

23    55.941/5 澤井　千紘      ファイブテン    小3

24    58.212/7 桝本祐喜乃     フィッタ松前    小3

失格1/3 伊須　彩葉      南海ＤＣ        幼0
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失格3/1 石川　愛花      西条ＳＣ        小3

棄権3/6 浅木あすか     西条ＳＣ        小4

棄権4/7 橋田　実和      フィッタ松前    小3

11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    34.838/6 深川　瑚夏      NSRT            小6

2    34.978/3 井上　紗奈      南海ＤＣ        小6

3    36.778/7 掛水　舞梨      五百木ＳＣ      小6

4    37.867/6 小笠原朋夏     五百木ＳＣ      小6

5    38.577/7 山内　萌加      西条ＳＣ        小5

6    39.637/1 荻山　次美      フィッタ松前    小6

7    39.987/8 別府　彩羽      マコトSC双葉    小5

8    41.306/8 越智　心優      南海ＤＣ        小6

9    42.056/4 樋口　美羽      フィッタ松山    小6

10    42.17 5/4 三好　未来      南海朝生田      小5

11    42.996/7 松下　楓佳      アズサ松山      小5

12    43.146/1 土井　七星      MESSA           小6

13    43.42 5/8 沼野佑未華     五百木ＳＣ      小5                               

14    44.23 5/5 藤田　涼花      リー保内        小5

15    45.20 5/2 松浦　咲良      八幡浜ＳＣ      小5

16    45.264/3 樋口　澪唯      フィッタ松山    小5

17    47.144/5 上岡　由佳      Ryuow           小5

18    48.743/3 近本莉乃愛     西条ＳＣ        小5
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    33.298/5 浅川　　楓       南海朝生田      中2

2    39.967/2 三宅　舞波      エリエールSC    中2

3    41.926/5 平田　　芽       エリエールSC    中1

4    43.19 5/7 長尾　侑美      フィッタ松前    中1

5    44.566/2 丹　悠乃亜      西条ＳＣ        中1

棄権8/2 松田さくら      コナミ松山      中1

15～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    33.148/4 戒能　朝陽      南海ＤＣ        中3

2    35.917/5 兵頭音百花     MESSA           高1

3    36.178/1 山崎　咲瑛      五百木ＳＣ      高1

4    36.838/8 宮本　聖乃      リー保内        高1

5    37.137/4 伊達也々子     南海朝生田      中3

6    38.337/3 三木　佳音      エリエールSC    中3
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