
種目別競技結果
競技No 9.男子   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    38.875/1 櫻井　理道      コミュニティ    小6

2    39.644/7 池田　昂生      五百木ＳＣ      小5

3    39.725/3 篠原　正成      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

4    40.084/8 安藤　敦寛      フィッタ新居浜  小6

5    40.635/6 宮内　翔正      フィッタ重信    中1

6    41.515/2 大石　陵雅      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

7    41.625/8 秦　　友輝       フィッタ新居浜  小6

8    41.925/5 石田　結大      南海ＤＣ        小6

9    42.114/6 井上　雄斗      Ryuow           小4

10    42.135/7 紙本　荘万      フィッタ新居浜  中2

11    42.434/5 弓立　奏太      ファイブテン    小5

12    42.504/3 越智　　渉       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    中1

13    42.644/1 永田　　空       南海ＤＣ        小4

14    43.113/7 満汐　航士      アズサ松山      小4

15    43.184/4 宮崎　捲史      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

16    43.283/6 是澤　祥太      コミュニティ    小5

17    44.253/2 上岡　莉己      Ryuow           小3

18    44.693/8 池内　亮真      五百木ＳＣ      小4

19    44.733/5 小笠原優希     五百木ＳＣ      小4

20    44.873/3 保利　俊希      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小6

21    45.193/1 丸山　晃成      Ryuow           小6

22    46.572/7 山本　隆成      石原ＳＣ        小5

23    48.112/5 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

24    48.642/2 森田　尚斗      フィッタ新居浜  小2
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25    49.502/4 八重川　輝      フィッタ松山    小3

26    49.682/6 平田　優貴      フィッタ松山    小3

27    50.042/8 宮崎　凌輔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

28    50.272/3 高山　　翔       フィッタ松山    小2

29    51.471/3 井上　幹雄      Ryuow           小3

30    51.851/4 大山　葵生      南海ＤＣ        小2

31    53.331/5 谷　　宗賢       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

32    53.811/6 明比　琉斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

33    55.542/1 平田　佑斗      瀬戸内温泉      小3

失格5/4 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        小6

棄権4/2 伊藤龍太郎     マコトSC双葉    小5

棄権3/4 白石　和士      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

7/5 竹内　陸翔      五百木ＳＣ      高1

7/6 高岡　大陸      五百木ＳＣ      高1

7/7 田村想太郎     瀬戸内温泉      中2

7/8 清水　瑛透      MESSA           中1

8/1 菊池　映吾      南海ＤＣ        高1

7/4 池田　昂輝      Ｂ＆Ｇ愛南      高2

8/3 山口　尚秀      Z-UP            高3

8/4 藤野　恵多      フィッタ重信    高1

8/2 長谷部和輝     瀬戸内温泉      中2

8/6 三宅　克明      五百木ＳＣ      高3

7/2 白石　健人      南海朝生田      中1

8/8 竹内　海翔      五百木ＳＣ      高1

7/1 菊山　翔太      瀬戸内温泉      中2

6/8 森田　碧音      五百木ＳＣ      小6
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6/7 石山　千吏      アズサ松山      小5

6/6 坪内　聰典      フィッタ松山    中1

6/5 松浦　海翔      マコトSC双葉    小6

6/4 中村　翔太      マコトSC双葉    中3

6/3 中島　詢人      MESSA           中2

6/2 寺尾　　大       フィッタ川江    中2

8/7 重見　祐人      南海朝生田      中3

6/1 荒木　颯斗      五百木ＳＣ      小5

8/5 谷村　大樹      八幡浜ＳＣ      中3

7/3 眞矢大志朗     リー保内        中2
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