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

2017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    27.979/4 秀野　加奈      五百木ＳＣ      高3

2    28.289/3 秀野　由光      五百木ＳＣ      高1

2    28.289/2 坂口　詩穏      五百木ＳＣ      高3

4    29.159/7 中村　美心      コミュニティ    中1

5    29.178/2 戎　　真花       コミュニティ    小6

6    29.279/6 中岡亜依香     八幡浜ＳＣ      中2

7    29.848/5 大塚　美音      コミュニティ    高1

8    30.158/4 橋田　実和      フィッタ松前    小5

9    30.359/1 菊地　華乃      アズサ松山      高1

10    30.738/3 秀野　亜耶      五百木ＳＣ      中2

11    31.219/8 兵頭音百花     MESSA           高3

12    31.328/8 戎森かんな     フィッタ松山    小6

13    31.348/6 野木こころ     コナミ松山      小6

14    31.548/7 西岡奈津樹     フィッタ松山    小5

15    31.868/1 尾﨑　綾音      コミュニティ    中3

16    32.407/4 安部向日葵     西条ＳＣ        小6

17    32.917/3 尾﨑　嘉音      コミュニティ    小6

18    33.177/2 豊田光歌星     フィッタ松前    中2

19    33.216/3 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      小5

20    33.437/8 吉田　芽生      ファイブテン    小5

21    33.446/8 小西　麗愛      八幡浜ＳＣ      小6

22    33.467/7 上田　　凛       五百木ＳＣ      小5

23    33.867/6 堀江　美祐      MESSA           中1

24    34.187/1 吉田　千暁      フィッタ松山    小3

25    34.236/6 上甲　涼帆      石原ＳＣ        小5
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26    34.496/4 中村　遙花      ファイブテン    中1

27    34.566/1 菅　　百花       フィッタ松前    小6

28    34.596/2 山本　彩寧      マコトSC双葉    中1

29    34.896/5 若藤　文萌      AzuMax          中1

30    35.535/5 坂本　蘭世      Ryuow           小6

31    35.615/7 山中　紗和      リー保内        小6

32    35.973/5 田坂　真唯      南海ＤＣ        小5

33    36.324/3 土井　楓星      MESSA           小5

34    36.395/2 土井　柚月      Ryuow           小6

35    36.585/3 田丸　一花      フィッタ重信    小4

36    36.705/1 清水　彩世      しまなみSC      小4

37    37.004/4 宝本　和花      コミュニティ    小5

38    37.025/6 髙岡　美空      五百木ＳＣ      小3

39    37.105/8 日野姫花李     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

40    37.544/5 京森　和花      Ryuow           小4

41    37.704/1 達川　夕愛      五百木ＳＣ      小5

42    37.733/6 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小4

43    37.944/2 星田　京美      ファイブテン    小3

44    38.465/4 佐伯　穂果      フィッタ重信    中2

45    38.883/2 清田　俐帆      コナミ松山      小3

46    39.293/4 豊田明歩実     フィッタ松前    小5

47    39.524/6 伊須　彩葉      南海ＤＣ        小2

48    39.734/8 山内　香音      西条ＳＣ        小4

49    40.642/6 渡邊　心暖      Ryuow           小5

50    40.693/7 松本　結奈      Ryuow           小4

51    40.803/3 三村　涼葉      西条ＳＣ        小4

52    41.553/8 森川　絵理      コナミ松山      小3
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53    41.693/1 石川　愛花      西条ＳＣ        小5

54    42.592/8 石村　思穏      八幡浜ＳＣ      小4

55    43.34 1/3 木村　倖彩      フィッタ新居浜  小3

56    43.422/3 乃万　美嘉      フィッタ松山    小2

57    43.512/7 村田　　椛       コナミ松山      小2

58    43.65 1/4 岡田ひなた     Ryuow           小2

59    44.442/1 中田　桃歌      リー保内        小3

60    44.472/4 河野　心虹      西条ＳＣ        小4

61    45.642/2 大澤　由芽      Ryuow           小5

62    45.85 1/6 御手洗　倫      コナミ松山      小2

63    46.43 1/5 濵田　瑠美      Z-UP            小3

64    49.02 1/1 片山　晶子      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

65    53.43 1/2 羽田野　慧      コナミ松山      小2

失格1/7 田口　幸奈      南海ＤＣ        小3                               

棄権7/5 秋山　莉子      コミュニティ    小6

棄権6/7 大塚みらい     五百木ＳＣ      小4

棄権1/8 山本　にな      リー保内        小3

棄権9/5 坂口　聖奈      五百木ＳＣ      高2

棄権4/7 川本　葵里      八幡浜ＳＣ      小5

棄権2/5 岡本　望愛      八幡浜ＳＣ      小3
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