
種目別競技結果

競技No 18.男子   50m 自由形   タイム決勝

第３４回愛媛県スイミングクラブ対抗水泳競技大会

10歳以下
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.808/4 兵頭虎太朗 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4 大会新級

2    31.508/5 佐藤凛汰朗 マコトSC双葉 小4
級

3    31.688/3 久保翔太郎 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
級

4    32.208/6 塩出　大剛 西条ＳＣ 小4
級

5    33.528/2 忽那　海音 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4
級

6    33.718/7 井上　雄斗 Ryuow 小4
級

7    33.837/3 山内　奏人 マコトSC双葉 小4
級

8    33.957/1 伊藤　夏樹 フィッタ新居浜 小3
級

9    34.347/6 北條　陽天 Z-UP 小5
級

10    34.398/1 谷口　蓮次 リー保内 小5
級

11    34.467/5 菊池　虎男 リー保内 小5
級

12    34.497/4 三宅　裕貴 西条ＳＣ 小4
級

13    35.566/3 井関　浩雅 八幡浜ＳＣ 小4
級

14    35.867/2 辻田　裕真 フィッタ松山 小4
級

15    36.096/2 田井　雄斗 南海ＤＣ 小4
級

16    36.205/4 伊藤龍太郎 マコトSC双葉 小5
級

17    36.328/8 永田　　空 南海ＤＣ 小4
級

18    36.546/7 大森　真慶 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3
級

19    36.763/8 安藤　諒人 フィッタ新居浜 小5
級

20    36.776/5 宮崎裕一朗 競泳塾Again 小4
級

21    36.936/6 玉井　淳規 リー保内 小4
級

22    37.017/8 野村　慶汰 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
級

23    37.204/6 坂本　結星 八幡浜ＳＣ 小5
級

24    37.435/5 八重川　輝 フィッタ松山 小3
級

25    37.733/5 山本　隆成 石原ＳＣ 小5
級
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26    37.766/8 森田　蒼琉 ファイブテン 小3
級

27    37.785/8 井上　幹雄 Ryuow 小3
級

28    37.905/7 弓達　歩夢 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3
級

29    37.935/1 山之内僚汰 Z-UP 小5
級

30    37.975/6 上野　球人 五百木ＳＣ 小3
級

31    38.006/1 小笠原優希 五百木ＳＣ 小4
級

32    38.434/5 上岡　莉己 Ryuow 小3
級

33    38.594/4 谷　　宗賢 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3
級

34    38.634/3 土居　蒼空 MESSA 小3
級

35    38.695/3 三島　弘義 フィッタ松山 小3
級

36    39.006/4 南　　颯真 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
級

37    39.171/2 山内　大和 マコトSC双葉 小1
級

38    39.312/7 長野　愛斗 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3
級

38    39.311/7 岸田　泰明 ｴﾘｴｰﾙSRT 小1
級

40    39.343/2 宇佐美弥市 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小3
級

41    39.464/7 赤野　文彦 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5
級

42    39.723/1 後藤　謙斗 フィッタ新居浜 小3
級

42    39.724/8 望月　創史 西条ＳＣ 小2
級

44    39.895/2 竹本　大輝 Ryuow 小3
級

45    40.193/3 平田　優貴 フィッタ松山 小3
級

46    40.404/2 塩出　心剛 西条ＳＣ 小2
級

47    40.503/7 金田　莉東 ファイブテン 小2
級

48    40.582/5 濱田　　基 西条ＳＣ 小2
級

49    41.072/6 菊池　瑛太 リー保内 小3
級

50    41.323/6 山内　悠人 フィッタ新居浜 小3
級

51    41.662/1 森田　尚斗 フィッタ新居浜 小2
級

52    41.802/2 中野　元太 Ryuow 小4
級
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53    41.862/3 今城　絆空 ファイブテン 小4
級

54    41.952/8 平田　佑斗 瀬戸内温泉 小3
級

55    42.551/3 越智　翔麻 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小3
級

56    42.652/4 阿河　寛斉 西条ＳＣ 小4
級

57    42.811/5 牧野　源志 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2
級

57    42.811/4 宮崎　凌輔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
級

59    42.854/1 門田　陸翔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2
級

60    44.241/1 近藤　由都 ファイブテン 小1
級

61    45.871/6 尾田　絆莉 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小3
級

棄権3/4 小林　蒼涼 瀬戸内温泉 小3

棄権7/7 駄場　匠介 フィッタ松山 小4
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