
種目別競技結果
競技No 5.女子   50m 自由形   タイム決勝

2016年度チ ャ レ ン ジ ミ ー ト 水 泳 競 技 大 会

無差別無差別無差別無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.2320/4 平田　美幸      八幡浜ＳＣ      中3

2    27.2620/2 三好　温子      八幡浜ＳＣ      中3

3    27.2820/3 坂口　詩穏      五百木ＳＣ      高2

4    27.4220/5 石丸　帆夏      石原ＳＣ        高1

5    27.5020/6 岩間　薫乃      新田高          高1

6    27.7119/5 玉井　うの      ｴﾘｴｰﾙSRT       中1

7    27.9319/4 岡本　美里      五百木ＳＣ      中1

8    28.0020/1 三嶋　　拓       八幡浜ＳＣ      中1

9    28.1420/7 井上　紗奈      南海ＤＣ        中1

10    28.5219/3 芝　　咲菜       五百木ＳＣ      小6

11    28.7320/8 山崎　咲瑛      五百木ＳＣ      高2

12    28.7419/1 戎　　真花       コミュニティ    小5

13    28.8418/5 前田　唯菜      コミュニティ    小5

14    28.9719/6 菊地　真碧      八幡浜ＳＣ      中2

15    29.6218/6 田中　隆乃      MESSA           中2

15    29.6218/4 藤本ひより      コミュニティ    中3

17    29.6819/8 田中　小春      MESSA           高2

18    29.8318/2 山下　明梨      南海朝生田      中2

19    29.8718/3 佐伯　　星       南海ＤＣ        中2

20    30.0618/1 渡部　仁美      西条ＳＣ        中2

21    30.3017/2 下田　天海      リー保内        小5

22    30.3518/8 荻山　次美      フィッタ松前    中1

23    30.4017/4 渡邉　琴音      南海朝生田      中1

24    30.4518/7 長島　来夢      マコトSC双葉    中2

25    30.4716/7 矢狭　萌梨      コミュニティ    小6
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26    30.6917/7 西森　芽依      フィッタ重信    中2

27    30.7916/6 沼野佑未華     五百木ＳＣ      小6

28    30.8417/1 浅海　明里      Ｂ＆Ｇ愛南      中2

29    30.8917/3 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      小4

30    30.9817/6 橋田　実和      フィッタ松前    小4

31    31.0117/8 髙内　千遥      五百木ＳＣ      中2

32    31.0516/4 宮内結衣子     南海ＤＣ        小5

33    31.1115/4 長岡　一華      Ryuow           中1

34    31.1616/5 戎森かんな     フィッタ松山    小5

35    31.2116/2 橋田　七海      マコトSC双葉    中1

36    31.3715/7 丹　悠乃亜      西条ＳＣ        中2

37    31.5615/1 野口　彩花      フィッタ重信    中1

38    31.6612/3 長尾　侑美      フィッタ松前    中2

39    31.7015/5 別府　彩羽      マコトSC双葉    小6

40    31.8014/4 河井　　萌       五百木ＳＣ      小5

40    31.8014/6 二神　麻央      五百木ＳＣ      小5

42    31.8216/8 松本　香鈴      Ryuow           小6

42    31.8214/1 藤岡　　凛       フィッタ松山    小5

44    31.8613/3 石川さくら      西条ＳＣ        小5

45    31.9316/3 堀口　萌維      アズサ松山      中1

46    32.1615/2 奥本　日和      五百木ＳＣ      小6

47    32.2015/6 豊田光歌星     フィッタ松前    中1

48    32.2314/7 三好　未来      南海朝生田      小6

49    32.3511/4 中山　美翔      西条ＳＣ        小5

50    32.5015/3 神野　朱里      ファイブテン    小6

51    32.5813/4 樋口　澪唯      フィッタ松山    小6

52    32.6014/5 山本　彩実      Z-UP            小5
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53    32.6310/5 西岡　泉美      南海ＤＣ        小4

54    32.7413/1 成城　美和      フィッタ松前    小5

55    32.7715/8 山中今日香     Ｂ＆Ｇ愛南      中2

56    32.8014/8 土井　七星      MESSA           中1

57    32.8714/2 寺坂　　栞       アズサ松山      中2

58    33.0214/3 菊池ほのか     アズサ松山      高2

59    33.0916/1 安部向日葵     西条ＳＣ        小5

60    33.2613/5 山田　蒼依      フィッタ松前    小6

61    33.2713/7 上甲　涼帆      石原ＳＣ        小4

62    33.468/3 上田　　凛       五百木ＳＣ      小4

63    33.509/7 山口　紗羽      コミュニティ    小5

64    33.5812/5 永井　沙耶      南海朝生田      小6

65    33.5913/8 越智　桃乃      南海朝生田      小5

66    33.6111/5 山中　紗和      リー保内        小5

67    33.649/4 永戸　結菜      五百木ＳＣ      小6

68    33.678/7 髙田　夏帆      マコトSC双葉    小3

69    33.7210/4 豊田明歩実     フィッタ松前    小4

70    33.7412/6 西岡奈津樹     フィッタ松山    小4

71    33.8111/8 伊藤有瑠羽     Z-UP            小5

72    33.888/2 秋山　莉子      コミュニティ    小5

73    33.9012/1 上岡　由佳      Ryuow           小6

74    33.958/6 水田結依子     マコトSC双葉    小4

75    33.9813/2 桑野　里菜      マコトSC双葉    中1

75    33.9812/4 川本　葵里      八幡浜ＳＣ      小4

77    33.9910/2 吉田　千暁      フィッタ松山    小2

78    34.0012/8 清家　美羽      フィッタ松山    小4

79    34.0412/7 小西　麗愛      八幡浜ＳＣ      小5
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80    34.0810/8 釘宮　遥花      フィッタ松前    小4

81    34.1810/3 今井　葉月      フィッタ松前    小5

82    34.2411/6 三浦　珠季      西条ＳＣ        小4

83    34.3111/7 鳥取　実結      西条ＳＣ        小4

84    34.4211/3 宮野　心寧      西条ＳＣ        小5

84    34.429/5 清水　彩世      しまなみSC      小3

86    34.6110/6 中野　瑞菜      アズサ松山      小5

87    34.679/3 佐伯　光梨      南海ＤＣ        小5

88    34.689/8 大川　心暖      五百木ＳＣ      小4

89    34.756/4 中井　芽里      五百木ＳＣ      小5

90    34.8610/1 森田　真矢      瀬戸内温泉      小4

91    34.907/4 宇都宮未来     コミュニティ    小5

92    35.0011/2 図子　　葵       西条ＳＣ        小4

93    35.0811/1 土井　七海      Ryuow           小6

94    35.158/4 三島　綾乃      フィッタ松山    小4

95    35.359/1 大谷　心咲      フィッタ松山    小3

96    35.468/5 土井　楓星      MESSA           小4

97    35.538/1 吉田　芽生      ファイブテン    小4

98    35.709/6 田坂　真唯      南海ＤＣ        小4

99    35.754/1 青山　遙花      フィッタ松山    小4

99    35.754/5 窪田　捺希      五百木ＳＣ      小6

101    35.807/5 岡本　未来      八幡浜ＳＣ      小4

102    35.878/8 石井　　和       リー保内        小4

103    35.947/1 藤田　真央      ファイブテン    小2

104    36.196/1 木田　朋魅      コミュニティ    小4

104    36.195/2 土井　柚月      Ryuow           小5

106    36.207/6 秋山　美結      西条ＳＣ        小6
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107    36.356/6 宮中　彩希      リー保内        小4

108    36.406/2 本城　歩実      フィッタ松山    小3

108    36.406/7 宇都宮ゆな     八幡浜ＳＣ      小5

110    36.605/1 田丸　一花      フィッタ重信    小3

111    36.676/5 窪田　理子      南海ＤＣ        小4

112    37.087/8 大竹　殊生      八幡浜ＳＣ      小4

113    37.217/2 高橋　杏実      ファイブテン    小3

114    37.307/3 大西　紗羅      リー保内        小3

115    37.364/8 山田優里也     八幡浜ＳＣ      小2

116    37.406/8 石川　愛花      西条ＳＣ        小4

117    37.564/4 文田　愛心      Z-UP            小3

118    37.585/4 大橋　梨央      南海ＤＣ        小4

119    37.875/8 澤井　千紘      ファイブテン    小4

120    38.104/3 三村　涼葉      西条ＳＣ        小3

121    38.504/2 井手　清可      アズサ松山      小4

122    38.525/3 山内　香音      西条ＳＣ        小3

123    38.574/6 渡邊　心暖      Ryuow           小4

124    38.823/7 荒谷　結奏      フィッタ松山    小2

125    38.895/7 兵頭　まい      石原ＳＣ        小3

126    38.937/7 水野　優那      ファイブテン    小4

127    38.963/5 岩崎　希香      石原ＳＣ        小3

128    39.183/6 勝木　心晴      フィッタ松前    小3

129    39.534/7 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小3

130    39.863/4 藤井　里歩      南海ＤＣ        小3

131    40.263/3 大澤　由芽      Ryuow           小4

132    40.922/5 岡本　望愛      八幡浜ＳＣ      小2

133    41.102/3 濱　さくら       フィッタ松山    小2
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134    41.482/2 土居　夢奈      MESSA           小5

135    41.661/4 小椋　萌可      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

136    41.983/1 伊須　彩葉      南海ＤＣ        小1

137    42.662/6 中矢　歩結      フィッタ松前    小3

138    42.892/4 乃万　美嘉      フィッタ松山    小1

139    43.422/1 上田　心美      アズサ松山      小4

140    44.542/7 川村　樹杏      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

141    45.663/8 松本　結奈      Ryuow           小3

142    47.101/6 平塚　夢乃      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2

143    47.151/7 能瀬　奏歩      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小1

144    47.501/2 能瀬　愛歩      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小1

145    49.331/5 藤原　萌叶      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

146    53.741/3 岡田　聖來      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

棄権13/6 戒能　未咲      アズサ松山      中1

棄権12/2 藤岡　幸恵      フィッタ松山    小4

棄権2/8 鎌田　真桜      アズサ松山      小4

棄権10/7 立川　千紘      フィッタ松山    小4

棄権6/3 松本　明紗      アズサ松山      中1

棄権19/2 上野　恵夢      西条ＳＣ        中1

棄権19/7 松本　結衣      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

棄権5/6 徳永　莉子      アズサ松山      小5

棄権17/5 山本　芹菜      リー保内        高1

棄権3/2 河野　安莉      リー保内        小3

棄権5/5 桝本祐喜乃     フィッタ松前    小4

棄権9/2 佐伯　穂果      フィッタ重信    中1
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