
種目別競技結果
競技No 3.女子   50m 自由形   予選

第8回愛媛県ＣＡＴＶカップ水泳競技大会

小学３・４年生
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.838/4 大塚みらい     五百木ＳＣ      小4

2    33.298/5 吉田　千暁      フィッタ松山    小3

3    33.768/3 清水　彩世      しまなみSC      小4

4    34.138/6 高山　結衣      フィッタ松山    小3

5    35.268/2 勝木　心晴      フィッタ松前    小4

6    35.798/7 大西　紗羅      リー保内        小4

7    35.848/8 田丸　一花      フィッタ重信    小4

8    36.267/5 今城　姫桜      ファイブテン    小4

9    36.647/4 内田　侑花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

10    36.707/7 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小4

11    37.477/3 山内　香音      西条ＳＣ        小4

12    37.488/1 森川　絵理      コナミ松山      小3

13    38.146/3 小椋　萌可      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

14    38.307/6 兵頭　まい      石原ＳＣ        小4

15    39.907/8 佐藤　　葵       フィッタ川江    小4

16    40.037/2 中矢　歩結      フィッタ松前    小4

17    40.386/6 黒田　心春      フィッタ松前    小4

18    40.867/1 橋本　夢実      コナミ松山      小4

19    41.136/7 石川　葉月      西条ＳＣ        小3

20    41.396/1 越智　紗英      フィッタ松山    小3

21    41.406/2 河井　美優      五百木ＳＣ      小3

22    41.485/2 加地　優茉      フィッタ重信    小4

23    41.715/1 森實　真江      フィッタ川江    小4

24    41.786/4 御手洗　葵      コナミ松山      小4

25    42.075/4 阿河　遥香      西条ＳＣ        小4
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26    42.385/3 武嶋美里亜     八幡浜ＳＣ      小3

27    42.506/5 清田　俐帆      コナミ松山      小3

28    42.964/1 山岡　花菜      五百木ＳＣ      小4

29    43.274/8 高瀬比花梨     五百木ＳＣ      小4

30    43.534/3 和田　悠愛      石原ＳＣ        小4

31    43.605/8 朝雲　美弥      リー保内        小4

32    44.144/4 片山　晶子      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

33    44.514/5 藤原　萌叶      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

34    45.145/6 中田　桃歌      リー保内        小3

35    45.755/5 柏田　萌菜      アズサ松山      小4

36    46.733/2 秦　　桐子       フィッタ新居浜  小3

37    47.104/2 兵頭　紗来      リー保内        小3

38    47.413/8 宇都宮由奈     リー保内        小3

39    47.803/1 小野　天花      アズサ松山      小4

40    48.053/6 山本　にな      リー保内        小3

41    48.132/4 中岡　果音      五百木ＳＣ      小3

42    48.192/3 小野　芽咲      アズサ松山      小3

43    48.264/6 金谷　奈桜      アズサ松山      小4

44    49.013/7 澤井　結希      ファイブテン    小3

45    49.822/2 西村　希美      五百木ＳＣ      小4

46    50.142/7 河原　ゆき      Z-UP            小3

47    50.462/5 奥村　悠可      八幡浜ＳＣ      小3

48    50.501/3 田口　幸奈      南海ＤＣ        小3

49    50.663/5 萩野　由菜      フィッタ松前    小3

50    51.601/4 日野　心愛      MESSA           小4

51    51.743/4 野並　心愛      南海ＤＣ        小3

52    52.014/7 眞木わかな     競泳塾Again     小4
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53    53.351/5 牟田衣知花     石原ＳＣ        小3

54    54.372/1 高橋　花笑      リー保内        小3

55    55.272/6 浮穴　和花      競泳塾Again     小3

失格3/3 堺井　千晶      フィッタ川江    小3

棄権5/7 京森　和花      Ryuow           小4

棄権6/8 郷　　陽香       フィッタ川江    小4
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