
種目別競技結果
競技No 10.女子   50m バタフライ   タイム決勝

2018年度チ ャ レ ン ジ ミ ー ト 水 泳 競 技 大 会

無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.207/4 中岡亜依香     八幡浜ＳＣ      中3

2    29.257/5 中村　美心      コミュニティ    中2

3    29.337/2 菊地　華乃      アズサ松山      高2

4    29.457/3 橋田　実和      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

5    30.637/6 大塚　美音      コミュニティ    高2

6    30.807/7 戎森かんな     フィッタ松山    中1

7    31.036/3 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      小6

8    31.547/1 髙田　夏帆      マコトSC双葉    小5

9    31.786/2 桑村　希海      五百木ＳＣ      中2

10    31.801/3 松本　香鈴      Ryuow           中2

11    31.846/4 上田　　凛       五百木ＳＣ      小6

12    32.097/8 西岡奈津樹     フィッタ松山    小6

13    32.236/5 奥本　日和      五百木ＳＣ      中2

14    32.316/6 坂本　蘭世      Ryuow           中1

15    32.576/1 田丸　一花      フィッタ重信    小5

16    32.966/7 吉田　千暁      フィッタ松山    小4

17    33.035/5 達川　夕愛      五百木ＳＣ      小6

18    33.296/8 沼野佑未華     五百木ＳＣ      中2

19    33.475/2 森安　千夏      フィッタ川江    中1

20    33.854/3 勝木　心晴      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小5

21    33.995/6 山田　蒼依      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       中2

22    34.035/3 大塚みらい     五百木ＳＣ      小5

23    35.074/4 星田　京美      ファイブテン    小4

24    35.195/4 土井　柚月      Ryuow           中1
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25    35.215/1 渡邊　心暖      Ryuow           小6

26    35.425/7 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小5

27    35.893/4 石村　思穏      八幡浜ＳＣ      小5

28    35.904/5 藤田　真央      ファイブテン    小4

29    36.485/8 山内　香音      西条ＳＣ        小5

30    36.554/6 伊須　彩葉      南海ＤＣ        小3

31    36.744/8 中矢　歩結      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小5

32    37.174/2 大西　紗羅      リー保内        小5

33    37.534/1 黒田　心春      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小5

34    38.763/3 松本　結奈      Ryuow           小5

35    39.004/7 岡本　望愛      八幡浜ＳＣ      小4

36    39.183/2 乃万　美嘉      フィッタ松山    小3

37    39.303/7 萩野　由菜      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

38    40.002/4 和田菜々実     南海ＤＣ        小5

39    40.132/2 阿部　天香      アズサ松山      小4

40    40.623/6 中田　桃歌      リー保内        小4

41    40.923/1 濵田　瑠美      マコトSC双葉    小4

42    41.433/8 岡田ひなた     Ryuow           小3

43    43.832/3 黒田　　菫       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小2

44    43.862/5 岡本　彩花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

45    43.931/5 薬師寺利帆     南海ＤＣ        小3

46    47.132/6 長井　　仁       南海ＤＣ        小3

47    47.611/4 石川　　葵       フィッタ松山    小2

48    47.962/7 大野　結菜      フィッタ松山    小3

失格3/5 兵頭　柚菜      リー保内        中2
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