
種目別競技結果
競技No 23.女子   50m バタフライ   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    29.157/4 坂本　結虹      八幡浜ＳＣ      高3

2    29.437/5 中岡亜依香     八幡浜ＳＣ      中2

3    30.137/3 中村　美心      コミュニティ    中1

4    30.467/6 上野　恵夢      西条ＳＣ        中2

5    30.817/7 戎　　真花       コミュニティ    小6

6    30.887/2 橋田　実和      フィッタ松前    小5

7    32.127/1 戎森かんな     フィッタ松山    小6

8    32.356/4 西岡奈津樹     フィッタ松山    小5

9    32.376/3 荻山　次美      フィッタ松前    中2

10    32.727/8 藤田　悠生      AzuMax          中1

11    33.906/5 稲瀬　歩夢      八幡浜ＳＣ      高1

12    33.966/6 和田　涼花      フィッタ松前    中3

13    34.456/2 尾﨑　嘉音      コミュニティ    小6

14    34.82 5/1 若藤　文萌      AzuMax          中1

15    35.14 5/4 菅　　百花       フィッタ松前    小6

16    35.196/7 上甲　涼帆      石原ＳＣ        小5

17    35.90 5/3 図子　　葵       西条ＳＣ        小5

18    35.97 5/7 山口　紗羽      コミュニティ    小6

19    36.056/1 鳥取　実結      西条ＳＣ        小5

20    36.97 5/6 吉田　千暁      フィッタ松山    小3

21    37.25 5/2 佐竹舞奈美     Z-UP            小5

22    38.074/4 田坂　真唯      南海ＤＣ        小5

23    38.174/3 川本　葵里      八幡浜ＳＣ      小5

24    38.55 3/4 豊田明歩実     フィッタ松前    小5

25    39.094/6 土井　柚月      Ryuow           小6
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26    39.16 5/8 樋口　澪唯      フィッタ松山    中1

27    39.434/5 中村　遙花      ファイブテン    中1

28    39.65 3/7 森田　真矢      瀬戸内温泉      小5

29    40.024/7 三島　綾乃      フィッタ松山    小5

30    40.234/1 佐伯　光梨      南海ＤＣ        小6

31    40.394/8 高山　結衣      フィッタ松山    小3

32    41.78 3/5 星田　京美      フィッタ新居浜  小3

33    42.142/5 伊須　彩葉      南海ＤＣ        小2

34    42.222/4 桝本祐喜乃     フィッタ松前    小5

34    42.222/6 日野姫花李     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

36    42.66 3/1 石井　　和       リー保内        小5

37    44.24 3/6 大西　紗羅      リー保内        小4

38    44.34 3/3 三野　朱音      南海ＤＣ        小5                               

39    44.382/2 田丸　一花      フィッタ重信    小4

40    44.491/4 岡本　望愛      八幡浜ＳＣ      小3

41    45.64 3/8 水野　優那      ファイブテン    小5

42    46.971/3 上田こはる     Ryuow           小2

43    48.222/3 越智心桜莉     南海ＤＣ        小3

44    49.771/5 川村　樹杏      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

失格5/5 川原　　葵       フィッタ重信    中3                               

失格2/7 乃万　美嘉      フィッタ松山    小2

棄権6/8 小西　麗愛      八幡浜ＳＣ      小6

棄権4/2 今井　葉月      フィッタ松前    小6

棄権3/2 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小4
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