
種目別競技結果
競技No 11.男子   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    24.589/4 三好　悠介      八幡浜ＳＣ      一0

2    25.189/5 二宮龍之輔     MESSA           高2

3    25.899/3 清水　鼓哲      Ｂ＆Ｇ愛南      高3

4    26.289/7 奥本　陽葵      五百木ＳＣ      高2

5    26.299/6 山口　尚秀      Z-UP            高3

6    27.369/8 大加田　凌      コミュニティ    中2

7    27.408/4 清家　　宙       リー保内        中3

8    27.579/2 清水　貫智      Ｂ＆Ｇ愛南      高1

9    27.649/1 増田　頼人      南海朝生田      高2

10    27.998/5 石坂　剛也      しまなみSC      中2

11    28.718/8 竹ノ内　悠       南海朝生田      中3

12    29.288/7 佐々木大弥     南海朝生田      中2

13    29.428/3 松本　　琉       マコトSC双葉    高1

14    29.728/6 島田　　希       フィッタ松山    小6

15    29.738/1 呉石　智哉      リー保内        中2

16    29.808/2 木和田伊織     コミュニティ    中3

17    30.407/6 森田　淳夢      フィッタ新居浜  小5

18    30.957/4 大塚　一輝      五百木ＳＣ      中2

19    30.967/5 菊池　　輝       八幡浜ＳＣ      中2

20    31.957/7 受川　天海      フィッタ川江    高3

21    32.357/3 八木　一真      マコトSC双葉    小6

22    32.627/2 真鍋　千賢      フィッタ新居浜  小5

23    33.316/4 小原　知也      リー保内        小6

24    33.356/2 西岡　颯大      南海ＤＣ        小6
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25    33.367/1 兵頭虎太朗     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

26    33.526/3 菊山　雄大      Z-UP            小5

27    34.377/8 山﨑　創太      アズサ松山      小5

28    34.645/3 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

29    34.835/5 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小6

30    35.056/7 立石　陽大      南海ＤＣ        小5

31    35.226/6 谷　　琉成       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

32    35.464/3 伊藤　夏樹      フィッタ新居浜  小3

33    35.775/6 井上　雄斗      Ryuow           小4

34    36.816/1 大石　陵雅      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

35    36.884/6 宇佐美弥市     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

35    36.885/7 宇佐美甚吉     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

37    37.175/8 玉井　淳規      リー保内        小4

38    37.635/2 塩出　大剛      西条ＳＣ        小4

39    37.833/7 鶴岡　海斗      アズサ松山      小6

40    37.925/1 山田　睦己      マコトSC双葉    小4

41    38.333/4 玉井　央輔      五百木ＳＣ      小3

42    38.414/8 橋本　怜空      アズサ松山      小6

43    38.594/2 井上　幹雄      Ryuow           小3

44    38.723/5 山内　奏人      マコトSC双葉    小4

45    38.734/4 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

46    38.836/8 進藤　璃樹      フィッタ川江    中2

47    39.324/7 岡本　悠希      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

48    39.823/2 山内　大和      マコトSC双葉    小1

49    40.203/3 永田　　空       南海ＤＣ        小4

50    41.192/6 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小4
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51    42.302/4 小松　久人      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

52    42.933/8 大森　真慶      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

53    43.322/5 竹本　大輝      Ryuow           小3

54    44.524/1 赤野　文彦      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

55    44.702/3 松岡　　遼       アズサ松山      小4

56    45.041/4 神野　叶羽      南海ＤＣ        小3

57    45.313/6 金田　莉東      ファイブテン    小2

58    45.831/3 中野　元太      Ryuow           小4

59    46.103/1 大滝　陽平      ファイブテン    小4

60    46.422/7 明比　琉斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

61    46.442/1 前田　湊仁      フィッタ松山    小3

62    47.491/5 門田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

失格5/4 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小5

棄権6/5 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

棄権2/2 越智　翔麻      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

棄権4/5 一井　克斗      ファイブテン    小4
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