
種目別競技結果

競技No 14.男子   50m 平泳ぎ   タイム決勝

2016年度ジ ュ ニ ア 選 抜 水 泳 競 技 大 会

無差別

 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.04 7/4 薬師寺康輔     石原ＳＣ        高1

級

2    31.65 7/6 青木　　涼       南海朝生田      高1

級

3    31.70 7/3 田村倫太郎     Z-UP            中3

級

4    32.82 7/2 竹内　稜翔      エリエールSC    中1

級

5    33.35 7/5 市川　　薫       八幡浜ＳＣ      中2

級

6    33.65 7/8 神田　悠斗      南海ＤＣ        中1

級

7    34.32 7/1 伊須　新太      南海ＤＣ        中1

級

8    35.216/4 浅川　　色       南海朝生田      小6

級

9    35.526/2 崎山　寛太      石原ＳＣ        中3

級

10    35.676/3 岡本　大翔      八幡浜ＳＣ      小6

級

11    35.876/6 髙須賀　心      フィッタ松前    中2

級

12    36.336/5 野田旺太郎     フィッタ松山    小5

級

13    36.686/7 白井　悠太      ファイブテン    中2

級

14    38.115/4 石川　和磨      エリエールSC    小6

級

15    39.016/8 坪内　聰典      フィッタ松山    小5

級

16    39.236/1 大西健士朗     Ｂ＆Ｇ愛南      小6

級

17    39.715/6 北口　真也      リー保内        小6

級

18    40.345/5 増田　陽斗      八幡浜ＳＣ      中1

級

19    41.225/2 泉　慎之介      八幡浜ＳＣ      小5

級

20    41.405/3 濱岡　修吾      フィッタ松山    小6

級

21    42.30 3/5 周防俊之介     南海朝生田      小6

級

22    44.465/7 内田　拓希      フィッタ松前    小5

級

23    44.53 4/7 長谷部和輝     瀬戸内温泉      小6

級

24    44.72 4/2 沖田　礼音      八幡浜ＳＣ      小5

級

25    44.875/8 土居　颯太      五百木ＳＣ      小6

級
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26    45.24 4/3 福田　英寿      ファイブテン    小4

級

27    45.37 4/4 上川　颯斗      リー保内        小5

級

28    45.795/1 大内　春輝      五百木ＳＣ      小5

級

29    47.19 4/8 櫻井　理道      コミュニティ    小4

級

30    47.28 4/5 田中　虹成      フィッタ重信    中1                               

31    47.802/5 越智　　渉       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

級

32    47.88 4/6 増田　結斗      八幡浜ＳＣ      小6

級

33    48.08 3/4 毛利瑠希士     フィッタ松前    小5

級

34    49.42 3/2 高岡　大珂      フィッタ松山    小3

級

35    50.81 3/3 河野　海音      フィッタ松前    小4

級

36    51.42 3/7 八木　一真      マコトSC双葉    小4

級

37    51.52 1/4 白石　和士      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2

級

38    51.83 3/8 植田　　睦       アズサ松山      小4

級

39    52.152/6 石山　千吏      アズサ松山      小3

級

39    52.152/7 丸山　晃成      Ryuow           小4

級

41    53.142/4 三宅　海士      西条ＳＣ        小4

級

42    53.942/1 松田　康生      アズサ松山      小4

級

43    58.802/2 中野　元道      Ryuow           小5

44  1:02.18 1/5 松本　暁輝      フィッタ松山    小3

級

失格7/7 藤野　恵多      フィッタ重信    中2                               

失格3/1 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小4                               

失格1/3 田井　雄斗      フィッタ松山    小2                               

棄権3/6 奥田　海人      フィッタ松前    小5

棄権4/1 宇佐　伊織      西条ＳＣ        中2

棄権2/3 高橋　祥平      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5
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