
種目別競技結果
競技No 8.女子   50m 平泳ぎ   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    32.857/4 岡田　　彩       アズサ松山      高2

2    34.307/5 掛水　舞梨      五百木ＳＣ      中3

3    34.987/3 戒能　朝陽      南海ＤＣ        高3

4    35.297/6 兵頭　里美      フィッタ松山    高2

5    36.337/2 二神　麻央      五百木ＳＣ      中1

6    36.627/8 宇都宮未来     コミュニティ    中1

7    37.747/7 岡本　未来      八幡浜ＳＣ      小6

8    37.897/1 藤田　涼花      リー保内        中2

9    38.646/1 伊藤菜々海     マコトSC双葉    小6

10    38.816/5 長岡　一華      Ryuow           中3

11    38.856/7 森田　真矢      瀬戸内温泉      小6

12    38.896/2 兵頭　まい      石原ＳＣ        小5

13    38.986/4 上岡　由佳      Ryuow           中2

14    39.566/3 豊田明歩実     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

15    39.666/6 宮中　彩希      リー保内        小6

16    42.226/8 内田　花埜      フィッタ川江    中1

17    42.435/5 石川　愛花      西条ＳＣ        小6

18    42.635/4 山田優里也     八幡浜ＳＣ      小4

19    43.075/2 武嶋　愛鈴      八幡浜ＳＣ      小6

20    43.395/7 荒谷　結奏      フィッタ松山    小4

21    43.424/3 天野　衣音      リー保内        小4

22    43.545/8 西田　瑚雪      フィッタ松山    小3

23    43.554/1 井上　鳳華      南海ＤＣ        小5

24    43.565/1 大澤　由芽      Ryuow           小6
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25    43.672/5 西本めぐみ     アズサ松山      小6

26    44.175/3 三村　涼葉      西条ＳＣ        小5

27    44.275/6 濱　さくら       フィッタ松山    小4

28    44.313/3 若藤　文萌      AzuMax          中2

29    44.744/4 三好美咲希     瀬戸内温泉      小6

30    44.833/5 小島　侑芭      コミュニティ    小5

31    44.964/2 柏田　萌菜      アズサ松山      小5

32    45.143/8 中村　美咲      コミュニティ    小5

33    45.173/4 越智　紗英      フィッタ松山    小4

34    45.314/6 武嶋美里亜     八幡浜ＳＣ      小4

35    45.574/7 石村　華暖      八幡浜ＳＣ      小6

36    45.953/2 大西　未桜      リー保内        小3

37    46.562/3 片山　晶子      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

38    46.774/8 西谷彩弥子     八幡浜ＳＣ      小6

39    47.503/6 朝雲　美弥      リー保内        小5

40    47.573/1 石川　葉月      西条ＳＣ        小4

41    47.583/7 濵田　瑠美      マコトSC双葉    小4

42    48.562/6 藤原　萌叶      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

43    48.962/1 永田　実悠      アズサ松山      小3

44    50.461/5 菊川　來夢      アズサ松山      小4

45    50.582/8 弓立　結香      ファイブテン    小3

46    51.431/6 黒田　　菫       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小2

47    51.971/4 佐々木悠良     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

48    52.372/7 河原　ゆき      Z-UP            小4

49    54.101/3 日淺　　華       しまなみSC      小3

50    54.541/7 忽那　風香      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小2
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51    55.031/1 越智　　葵       しまなみSC      小3

51    55.031/2 森實　乃愛      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小2

棄権2/4 新居田音羽     しまなみSC      小5

棄権4/5 中田　愛菜      フィッタ川江    中2

棄権2/2 得永　法花      フィッタ松山    小2
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