
種目別競技結果
競技No 11.男子   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    26.269/5 二宮龍之輔     MESSA           高1

2    27.229/3 大福　樹生      リー保内        中3

3    27.738/4 清家　　宙       リー保内        中2

4    28.149/6 増田　頼人      南海朝生田      高1

5    28.209/2 山口　尚秀      Z-UP            高2

6    29.119/1 藤田　陸斗      西条ＳＣ        中2

7    29.499/8 鳥取　愛斗      西条ＳＣ        中1

8    29.998/6 髙岡　海斗      五百木ＳＣ      中1

9    30.548/1 竹ノ内　悠       南海朝生田      中2

10    30.598/3 佐々木大弥     南海朝生田      中1

11    30.868/5 野田旺太郎     フィッタ松山    小6

12    30.948/2 安藤　央起      フィッタ新居浜  小6

13    31.069/7 仁木　恒嗣      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

14    31.228/8 加藤　雄大      Z-UP            小6

15    31.248/7 島田　　希       フィッタ松山    小5

16    31.977/3 呉石　智哉      リー保内        中1

17    32.247/2 藤田　颯斗      西条ＳＣ        小6

18    32.427/7 桧垣　柊一      フィッタ新居浜  小6

19    32.567/1 田中　文也      コミュニティ    小6

20    32.807/4 中村　哲茶      アズサ松山      中2

21    32.876/7 向居　大晴      フィッタ重信    中1

22    33.326/5 渡邊　　駿       しまなみSC      小6

23    33.467/6 福田　英寿      ファイブテン    小5

24    34.197/8 名智　　馨       フィッタ重信    小6

25    34.506/3 藤田　　翔       ファイブテン    小6
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26    34.686/1 玉井　龍弥      五百木ＳＣ      小6

27    34.766/4 三ツ井歩夢     フィッタ松前    小5

28    35.086/2 山﨑　創太      アズサ松山      小4

28    35.085/2 中村　康太      アズサ松山      小6

28    35.085/3 永野　隼翔      五百木ＳＣ      小6

31    35.297/5 青野　　空       マコトSC双葉    小4

32    35.555/8 山中　順平      マコトSC双葉    中1

33    35.905/1 小原　知也      リー保内        小5

34    36.296/8 渡部　隼斗      フィッタ新居浜  小4

35    36.435/5 伊藤　遼人      フィッタ重信    小6

36    36.475/4 加地　優那      フィッタ重信    小6

37    36.714/2 橋田倫太朗     マコトSC双葉    小6

38    37.215/6 立石　陽大      南海ＤＣ        小4

39    37.705/7 杉本　吏輝      コミュニティ    小6

40    37.804/3 森田　敦也      フィッタ松山    小4

41    37.964/7 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

42    38.274/5 駄場　匠介      フィッタ松山    小3

43    38.563/8 井上　雄斗      Ryuow           小3

44    38.603/5 谷　　琉成       フィッタ松前    小5

45    38.624/4 神八　俊太      西条ＳＣ        小6

46    38.813/6 近藤　優大      アズサ松山      小4

47    38.923/4 丸山　晃成      Ryuow           小5

48    39.433/2 宇佐美甚吉     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

49    39.453/3 西岡　飛羽      MESSA           小6

50    39.854/1 忽那　海音      フィッタ松前    小3

51    40.254/6 織田　壮真      しまなみSC      小5

52    41.112/8 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小4
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53    41.354/8 一井　克斗      ファイブテン    小3

54    41.782/3 岡本　悠希      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

55    41.952/2 宇佐美弥市     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2

56    42.022/4 加藤　　煌       西条ＳＣ        小4

57    43.363/7 野川　　陸       西条ＳＣ        小4

58    44.022/7 森　　柊人       フィッタ新居浜  小6

59    44.662/5 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

60    45.491/3 井上　幹雄      Ryuow           小2

61    47.081/6 森　　瑞葵       フィッタ新居浜  小4

62    47.402/6 八重川　輝      コナミ松山      小2

63    50.031/5 辻井　　航       コナミ松山      小2

64    53.111/4 岡　　拓生       ファイブテン    小3

棄権3/1 藤原　大智      ファイブテン    小4

棄権6/6 佐々木裕也     石原ＳＣ        中1

棄権1/2 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

棄権9/4 清水　鼓哲      Ｂ＆Ｇ愛南      高2

棄権2/1 玉井　泰雅      五百木ＳＣ      小4
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