
種目別競技結果
競技No 8.男子   50m 背泳ぎ   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    28.21 7/3 大政　勝喜      アズサ松山      高2

2    29.56 7/6 森﨑　智也      MESSA           高1

3    30.62 7/1 仙波　　大       MESSA           高2

4    30.72 7/7 山本　隆太      八幡浜ＳＣ      高1                               

5    30.93 6/3 兵頭　慧真      アズサ松山      中2

6    32.08 7/8 田村　　陸翔 Ｚ－ＵＰ        中2

7    32.14 6/7 井上　陽葵      五百木ＳＣ      中1

8    32.89 6/4 野田旺太郎     フィッタ松山    小5

9    33.07 6/6 瀬戸　蒼陽      五百木ＳＣ      小5

10    33.23 6/5 藤原　優斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

11    33.55 5/5 坂口　颯馬      五百木ＳＣ      小6

12    34.30 6/8 吉田　烈強      五百木ＳＣ      小6

13    34.94 6/2 矢野　皓暉      瀬戸内温泉      中1

14    35.33 5/6 尾上　勇喜      瀬戸内温泉      中1                               

15    36.02 6/1 立石　凌翔      南海ＤＣ        小6

16    37.28 5/1 藤本　大勢      南海ＤＣ        小6

17    37.56 5/7 平野　　資       フィッタ松山    小4

18    38.15 5/8 井上　叶登      五百木ＳＣ      小5

19    39.184/5 大西　龍玄      五百木ＳＣ      小5

20    39.744/3 佐藤　　光       ファイブテン    小4

21    39.994/8 木下　悠生      瀬戸内温泉      小6

22    40.024/2 渡部　　蓮       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

23    40.224/7 青野　　空       マコトSC双葉    小3

24    40.24 3/5 小野　寛生      南海ＤＣ        小3

25    40.684/1 近藤　了聖      フィッタ松山    小3
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26    40.90 3/4 上岡　碧斗      MESSA           小6                               

27    41.09 3/6 池田　大晟      五百木ＳＣ      小5

28    41.214/4 田島煌大郎     コミュニティ    小5

29    41.47 5/2 高橋　祥平      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

30    42.65 3/1 植田　　睦       アズサ松山      小4

31    44.112/4 三河　琉伽      五百木ＳＣ      小3

32    44.23 3/2 田井　雄斗      フィッタ松山    小2

33    44.34 3/7 土居　陸翔      八幡浜ＳＣ      小3

34    44.44 3/8 大森　統也      フィッタ松前    小3

35    45.302/7 宇田　　光       石原ＳＣ        小4

36    45.742/5 忽那　海音      フィッタ松前    小2

37    46.182/3 大石　陵雅      フィッタ松前    小2

38    46.391/4 近藤　優大      アズサ松山      小3

39    46.492/6 兵頭虎太朗     フィッタ松前    小2

40    56.501/5 玉井　淳規      リー保内        小2

失格2/1 山田　睦己      マコトSC双葉    小2

失格1/3 小佐田陽介     ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

棄権5/3 菊池　慶太      八幡浜ＳＣ      小6

棄権7/4 濱浦　了輔      南海朝生田      高2

棄権3/3 毛利瑠希士     フィッタ松前    小5

棄権7/5 芝　　祐誠       五百木ＳＣ      高1

棄権5/4 大加田元輝     コミュニティ    小4

棄権4/6 山口　孝成      アズサ松山      小6

棄権7/2 窪田　雄斗      フィッタ松山    小6

棄権2/2 三浦　都史      西条ＳＣ        小2
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