
種目別競技結果
競技No 12.男子   50m 平泳ぎ   タイム決勝

ジ ュ ニ ア 選 抜 水 泳 競 技 大 会 春季大会競

無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.139/4 竹内　稜翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

2    32.729/5 藤野　恵多      フィッタ重信    中3

3    33.249/3 谷村　大樹      八幡浜ＳＣ      中2

4    34.399/6 野田旺太郎     フィッタ松山    小6

5    34.639/2 髙須賀　心      フィッタ松前    中3

6    34.999/8 森田　侑幹      コナミ松山      中2

7    35.929/7 菊池　映吾      南海ＤＣ        中3

8    36.859/1 宇都宮脩輝     AzuMax          中3

9    37.628/5 田中　虹成      フィッタ重信    中2

10    38.288/3 本田　真基      アズサ松山      中1

11    38.788/2 泉　慎之介      八幡浜ＳＣ      小6

12    38.968/6 町田　夏紀      フィッタ新居浜  小6

13    40.231/2 伊藤　璃夢      フィッタ新居浜  中3

14    40.568/8 沖田　礼音      八幡浜ＳＣ      小6

15    40.898/7 山口　将貴      フィッタ新居浜  小6

16    41.308/1 松浦　海翔      マコトSC双葉    小5

17    41.477/5 野口　雄矢      西条ＳＣ        小6

17    41.477/1 北原　大裕      フィッタ重信    小6

19    43.286/3 三ツ井歩夢     フィッタ松前    小5

20    43.567/2 加藤　雄大      Z-UP            小6

21    43.607/7 佐伯　柊弥      フィッタ重信    中1

22    43.635/4 河野　海音      フィッタ松前    小5

23    43.846/5 越智　　渉       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小6

24    43.896/7 石山　千吏      アズサ松山      小4

25    43.987/4 秦　　友輝       フィッタ新居浜  小5
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26    44.157/6 櫻井　理道      コミュニティ    小5

27    44.307/3 上川　颯斗      リー保内        小6

27    44.307/8 田島煌大郎     コミュニティ    小6

29    44.426/6 西岡　颯大      南海ＤＣ        小5

30    45.316/4 篠原　正成      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

31    45.944/1 奥田　海人      フィッタ松前    小6

32    45.955/6 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小5

33    45.986/1 森野　涼平      コミュニティ    小6

34    46.275/5 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小5

35    46.375/3 小池蔵乃丞     アズサ松山      小6

36    46.416/2 清家　航平      アズサ松山      小6

37    46.815/1 広瀬　秀悟      フィッタ新居浜  小5

38    47.564/6 松田　康生      アズサ松山      小5

39    47.595/7 柴田　　凌       コミュニティ    小6

40    47.615/8 渡部　隼斗      フィッタ新居浜  小4

41    48.063/6 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小4

42    48.236/8 白石　和士      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

43    48.794/7 大石　陵雅      フィッタ松前    小3

44    48.94 2/4 兵頭虎太朗     フィッタ松前    小3

45    49.244/3 大森　統也      フィッタ松前    小4

46    49.434/4 三好　遥斗      Ryuow           小6

47    49.48 2/7 谷　　琉成       フィッタ松前    小5                               

48    49.984/5 前田　天希      コミュニティ    小3

49    50.094/2 児玉　　遼       Z-UP            小6

50    50.283/4 永田　　空       南海ＤＣ        小3

51    50.523/5 阿部　泰樹      フィッタ重信    小5

52    50.554/8 髙橋　昂大      南海ＤＣ        小3
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53    50.703/3 保利　俊希      フィッタ松前    小5

54    51.473/7 中野　元道      Ryuow           小6

55    52.273/8 忽那　海音      フィッタ松前    小3

56    52.39 2/6 島谷　悠真      マコトSC双葉    小5                               

57    52.641/4 菊池　大雅      リー保内        小5

58    53.00 2/5 山口　右京      ファイブテン    小4

59    54.20 2/1 小野　優人      フィッタ松前    小4

60    54.253/1 上岡　莉己      Ryuow           小2

61    54.99 2/8 山本　隆成      石原ＳＣ        小4

62    55.32 2/2 麻生　涼介      マコトSC双葉    小3

63    55.50 2/3 向井　蒼空      ファイブテン    小2

64    58.381/5 松本　暁輝      石原ＳＣ        小4

65    59.141/3 田井　雄斗      フィッタ松山    小3

66  1:13.991/6 真鍋　昂大      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小1

失格5/2 加地　優那      フィッタ重信    小6

失格3/2 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

棄権8/4 坪内　聰典      フィッタ松山    小6
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