
種目別競技結果
競技No 5.男子   50m 自由形   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    23.9022/3 二宮龍之輔     MESSA           高2

2    24.2422/6 竹内　稜翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       中3

3    24.2722/5 田口　彼威      南海朝生田      高2

4    24.2822/4 清水　鼓哲      Ｂ＆Ｇ愛南      高3

5    24.3022/2 一色明日斗     石原ＳＣ        中3

6    24.6022/7 菊地　空音      アズサ松山      中3

7    24.6322/8 大井　義之      フィッタ松山    高2

8    24.8721/1 山口　尚秀      Z-UP            高3

9    25.0321/5 篠﨑　　翔       Ryuow           中2

10    25.0421/2 羽倉　浩起      マコトSC双葉    中3

11    25.1222/1 友澤　雅崇      石原ＳＣ        高2

12    25.1320/4 大西　源太      マコトSC双葉    中2

13    25.3521/3 桂　　瑠星       フィッタ松山    高2

14    25.4220/5 大橋　海斗      南海ＤＣ        中3

15    25.6721/7 下田　　嶺       八幡浜ＳＣ      高2

16    25.7320/1 塩見　頼生      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    中2

17    25.8021/8 竹ノ内　悠       南海朝生田      中3

18    25.9320/7 窪田　雄斗      フィッタ松山    中2

19    26.2020/8 田坂　優成      フィッタ松山    中2

20    26.2820/6 西原　快進      フィッタ重信    高1

21    26.3820/3 窪田　　樹       南海ＤＣ        中2

22    26.5219/3 髙岡　海斗      五百木ＳＣ      中2

23    26.5318/2 野田旺太郎     フィッタ松山    中1

24    26.6220/2 清水康太郎     MESSA           高1
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24    26.6219/5 井上　陽葵      五百木ＳＣ      中3

26    26.7719/1 竹永　悠人      石原ＳＣ        中1

27    26.8518/7 佐々木大弥     南海朝生田      中2

28    26.9319/4 菊池　真弥      八幡浜ＳＣ      中2

29    27.0419/2 竹井　優雅      リー保内        中2

30    27.0917/6 髙井健太郎     五百木ＳＣ      中2

31    27.1017/3 東灘　空良      Ryuow           中1

32    27.1218/5 二宮　那央      南海朝生田      高1

33    27.1718/1 重松　春輝      フィッタ重信    中2

34    27.1819/6 明日　孝允      南海朝生田      中2

35    27.1918/6 世良　智希      瀬戸内温泉      中2

36    27.3418/3 木和田伊織     コミュニティ    中3

37    27.4918/4 島田　　希       フィッタ松山    小6

38    27.5717/8 田中　文也      コミュニティ    中1

39    27.6817/5 金田　浩聖      ファイブテン    小6

40    27.7119/7 重見　祐人      南海朝生田      中3

41    27.7319/8 髙須賀壮太     南海朝生田      中2

42    27.8117/4 薬師寺佑貴     コミュニティ    中3

43    27.8917/7 名智　　馨       フィッタ重信    中1

44    27.9318/8 北原　大裕      フィッタ重信    中1

45    28.1717/1 溝口　稜茉      瀬戸内温泉      中2

46    28.2716/5 佐々木健成     八幡浜ＳＣ      中2

47    28.3016/1 受川　天海      フィッタ川江    高3

47    28.3016/2 立石　凌翔      南海ＤＣ        中2

49    28.4114/7 森田　淳夢      フィッタ新居浜  小5

50    28.5115/6 坪内　聰典      フィッタ松山    中1
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51    28.5317/2 福本　歩夢      Ryuow           中1

51    28.5316/4 山田　　陣       南海朝生田      中2

53    28.8315/2 宮﨑　良太      フィッタ川江    中2

54    28.8916/7 山中　順平      マコトSC双葉    中2

55    28.9716/3 内田堅太郎     フィッタ川江    中2

56    28.9816/6 石﨑祐之進     南海ＤＣ        中2

57    29.3515/3 西岡　颯大      南海ＤＣ        小6

58    29.3615/4 永野　隼翔      五百木ＳＣ      中1

59    29.3816/8 大久保響義     コミュニティ    中1

60    29.4114/4 谷村　広樹      八幡浜ＳＣ      中1

61    29.6415/1 中野　元道      Ryuow           中1

62    29.7514/5 大西　温士      MESSA           中1

62    29.7515/5 青野　　空       マコトSC双葉    小5

64    29.8015/7 福田　英寿      ファイブテン    小6

65    29.9714/3 伊達　雄哉      南海ＤＣ        中1

66    29.9914/6 宮内　翔正      フィッタ重信    中1

67    30.1113/7 白石　健人      南海朝生田      中1

68    30.1515/8 中村　翔太      マコトSC双葉    中3

69    30.2214/2 兵頭虎太朗     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

70    30.3014/8 谷口　駿成      リー保内        中1

71    30.3613/5 松田　康生      アズサ松山      小6

72    30.4113/3 佐藤凛汰朗     マコトSC双葉    小4

73    30.6313/2 櫻井　理道      コミュニティ    小6

73    30.6313/4 杉本　吏輝      コミュニティ    中1

75    30.7513/8 八木　一真      マコトSC双葉    小6

76    30.7911/7 石川　智暉      フィッタ松山    小5
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77    30.8811/6 大塚　慶希      リー保内        小6

78    30.8912/2 沼野　翔輝      五百木ＳＣ      小6

79    31.148/2 鶴岡　海斗      アズサ松山      小6

80    31.3812/6 立石　陽大      南海ＤＣ        小5

81    31.3911/3 小原　知也      リー保内        小6

82    31.5212/5 山内　遥哉      フィッタ新居浜  小6

83    31.549/4 石原　晴琉      瀬戸内温泉      小6

84    31.6211/4 谷　　琉成       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

85    31.6412/4 山﨑　創太      アズサ松山      小5

86    31.9612/3 塩出　大剛      西条ＳＣ        小4

87    32.2411/1 井爪　　凜       五百木ＳＣ      小6

88    32.4111/2 三宅　海士      西条ＳＣ        小6

89    32.4611/8 松井　颯志      南海ＤＣ        小6

90    32.4810/7 是澤　祥太      コミュニティ    小5

91    32.5711/5 森田　敦也      フィッタ松山    小5

92    32.6013/1 進藤　璃樹      フィッタ川江    中2

93    32.6910/6 丸山　晃成      Ryuow           小6

94    32.709/6 築山　楓太      フィッタ新居浜  中1

95    32.7312/8 安藤　陽輝      ファイブテン    中1

96    32.7910/2 井上　雄斗      Ryuow           小4

97    32.9312/7 石田　結大      南海ＤＣ        小6

98    32.9512/1 塩﨑　汰輝      ファイブテン    中2

99    32.9810/5 忽那　海音      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

100    33.138/5 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小5

101    33.189/5 山内　奏人      マコトSC双葉    小4

102    33.2010/1 山田　睦己      マコトSC双葉    小4
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103    33.3210/8 二宮蒼志郎     八幡浜ＳＣ      小5

104    33.4010/4 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小5

104    33.407/5 橋本　遙斗      コミュニティ    中1

106    33.436/7 橋本　怜空      アズサ松山      小6

107    33.449/1 岡本　悠希      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

108    33.4610/3 大石　陵雅      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

109    33.509/8 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

110    34.029/3 三宅　裕貴      西条ＳＣ        小4

111    34.218/3 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

112    34.469/7 秦　　友輝       フィッタ新居浜  小6

113    34.488/4 三瀬　優翔      アズサ松山      小5

114    34.668/8 八重川　輝      フィッタ松山    小3

115    34.677/8 玉井　淳規      リー保内        小4

116    34.819/2 谷口　蓮次      リー保内        小5

117    34.828/6 宮崎　捲史      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

118    35.315/5 満汐　航士      アズサ松山      小4

119    35.347/7 井関　浩雅      八幡浜ＳＣ      小4

120    35.567/3 倉田　修心      フィッタ新居浜  小5

120    35.567/4 保利　俊希      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

122    35.697/2 渡邊　莉友      しまなみSC      小5

123    35.837/1 田井　雄斗      南海ＤＣ        小4

124    36.058/7 大森　真慶      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

125    36.066/6 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

126    36.136/5 玉井　央輔      五百木ＳＣ      小3

127    36.454/2 井上　幹雄      Ryuow           小3

128    36.595/2 山本　隆成      石原ＳＣ        小5
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129    36.733/3 小松　久人      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

130    36.816/1 戒能　　駿       アズサ松山      小5

131    36.845/6 竹井　絢翔      リー保内        小5

132    36.955/4 田中　海舟      ファイブテン    小6

133    37.075/3 松岡　　遼       アズサ松山      小4

134    37.434/5 山内　大和      マコトSC双葉    小1

135    37.456/2 大滝　陽平      ファイブテン    小4

136    37.493/6 越智　郁斗      Z-UP            小4

137    37.965/7 三島　弘義      フィッタ松山    小3

138    38.013/8 大山　葵生      南海ＤＣ        小2

139    38.154/4 谷　　宗賢       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

140    38.484/7 塩出　心剛      西条ＳＣ        小2

141    38.572/3 平田　優貴      フィッタ松山    小3

142    38.712/6 山内　悠人      フィッタ新居浜  小3

143    38.735/1 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

144    38.883/7 水野　蒼真      ファイブテン    小4

145    39.226/3 赤野　文彦      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

146    39.235/8 岡　　拓生       ファイブテン    小4

147    39.254/6 竹本　大輝      Ryuow           小3

148    39.273/2 長野　愛斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

149    39.353/1 神野　叶羽      南海ＤＣ        小3

150    39.654/3 土居　蒼空      MESSA           小3

151    39.731/3 森田　尚斗      フィッタ新居浜  小2

152    39.903/5 明比　琉斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

153    40.054/1 濱田　　基       西条ＳＣ        小2

154    40.301/1 前田　湊仁      フィッタ松山    小3
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155    40.312/2 金田　莉東      ファイブテン    小2

156    40.454/8 望月　創史      西条ＳＣ        小2

157    40.821/7 牧野　源志      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小2

158    41.211/4 阿河　寛斉      西条ＳＣ        小4

159    41.313/4 高山　　翔       フィッタ松山    小2

160    41.501/5 今城　絆空      ファイブテン    小4

161    41.512/5 岸田　泰明      ｴﾘｴｰﾙSRT       小1

162    41.612/7 中野　元太      Ryuow           小4

163    41.831/6 菊池　瑛太      リー保内        小3

164    42.552/1 平田　佑斗      瀬戸内温泉      小3

165    42.742/4 門田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

166    43.771/2 宮崎　凌輔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

棄権7/6 渡邊　晃汰      しまなみSC      小5

棄権2/8 後藤　謙斗      フィッタ新居浜  小3

棄権8/1 辻田　裕真      フィッタ松山    小4

棄権21/6 久米　崇汰      八幡浜ＳＣ      高1

棄権21/4 山﨑　太陽      コミュニティ    高1

棄権14/1 岡本　順成      フィッタ川江    中2

棄権13/6 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

棄権6/4 伊藤龍太郎     マコトSC双葉    小5

棄権6/8 弓達　歩夢      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3
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