
種目別競技結果
競技No 9.女子   50m 平泳ぎ   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    33.18 8/5 浅川　　楓       南海朝生田      中3

2    33.21 8/4 戒能　朝陽      新田高          高1

3    33.68 8/3 岡田　　彩       アズサ松山      中3

4    34.65 8/2 兵頭　里美      フィッタ松山    中3

5    34.94 8/6 井上　紗奈      南海ＤＣ        中1                               

6    35.72 8/7 菊地　真碧      八幡浜ＳＣ      中2

7    35.90 8/8 山内　萌加      西条ＳＣ        小6

8    36.26 8/1 宮本　聖乃      リー保内        高2

9    36.757/3 芝　　咲菜       五百木ＳＣ      小6

10    37.737/4 中野　　優       南海ＤＣ        小5

11    37.947/6 別府　彩羽      マコトSC双葉    小6

12    38.537/5 三木　佳音      ｴﾘｴｰﾙSRT       高1

13    38.727/2 藤本ひより      コミュニティ    中3

14    38.807/7 大下　和奏      瀬戸内温泉      中1

15    39.417/1 長島　来夢      マコトSC双葉    中2

16    40.316/2 奥本　日和      五百木ＳＣ      小6

17    40.356/4 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      小4

18    40.516/8 菅　　百花       フィッタ松前    小5

19    40.876/5 二神　麻央      五百木ＳＣ      小5

20    40.976/1 山本　　明       石原ＳＣ        小6

21    42.027/8 樋口　美羽      フィッタ松山    中1

22    42.295/4 岡本　未来      八幡浜ＳＣ      小4

23    42.576/6 清家　美羽      フィッタ松山    小4

24    43.016/7 岡本百萌子     南海ＤＣ        小5

25    44.345/6 細川みなみ     石原ＳＣ        小4
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26    44.405/3 豊田明歩実     フィッタ松前    小4

27    44.705/1 宇都宮未来     コミュニティ    小5

28    45.524/5 窪田　捺希      五百木ＳＣ      小6

29    45.615/7 兵頭　まい      石原ＳＣ        小3

30    46.272/4 宝本　和花      コミュニティ    小4

31    46.575/2 浅木あすか     西条ＳＣ        小5

32    46.664/1 前田明日香     Ryuow           小5

33    47.364/4 宮中　彩希      リー保内        小4

34    47.504/8 池田　琴海      アズサ松山      小5

35    47.834/6 土井　柚月      Ryuow           小5

36    48.255/8 藤田　真央      ファイブテン    小2

37    48.393/5 荒谷　結奏      フィッタ松山    小2

38    48.484/3 中野　瑞菜      アズサ松山      小5

39    48.864/2 高橋　杏実      ファイブテン    小3

40    49.834/7 澤井　千紘      ファイブテン    小4

41    50.313/7 勝木　心晴      フィッタ松前    小3

42    51.063/6 山田優里也     八幡浜ＳＣ      小2

43    51.893/3 大田りりか      アズサ松山      小4

44    53.423/2 三村　涼葉      西条ＳＣ        小3

45    53.713/8 水野　優那      ファイブテン    小4

46    53.752/2 能瀬　平莉      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

47    54.592/5 山内　香音      西条ＳＣ        小3

48    55.682/3 岡本　望愛      八幡浜ＳＣ      小2

49    55.71 1/3 小椋　萌可      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2                               

50    58.342/1 越智　るり       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

51  1:01.24 1/5 平塚　夢乃      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2

52  1:01.67 1/4 岡田　聖來      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4
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53  1:04.872/6 川村　樹杏      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

棄権5/5 藤岡　幸恵      フィッタ松山    小4

棄権3/1 河野　安莉      リー保内        小3

棄権3/4 桝本祐喜乃     フィッタ松前    小4

棄権6/3 和田　優香      アズサ松山      高1

棄権2/7 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小3
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