
種目別競技結果
競技No 5.男子   50m 自由形   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    22.8024/4 今城　拓海      南海朝生田      高3

2    24.4824/3 宮中　悠希      リー保内        高1

3    24.7424/6 竹内　稜翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

4    24.7524/2 菊地　空音      アズサ松山      中2

5    24.7823/5 横田　悠樹      石原ＳＣ        高2

6    25.0024/7 二宮龍之輔     MESSA           高1

7    25.3924/8 桂　　瑠星       フィッタ松山    高1

8    25.4123/4 大橋　海斗      南海ＤＣ        中2

9    25.8223/1 篠﨑　　翔       Ryuow           中1

10    25.9223/2 増田　頼人      南海朝生田      高1

11    26.0223/3 山口　尚秀      Z-UP            高2

12    26.4223/7 清家　　宙       リー保内        中2

13    26.5722/3 大西　源太      マコトSC双葉    中1

14    26.6222/4 細川直央人     石原ＳＣ        中3

14    26.6223/6 羽倉　浩起      マコトSC双葉    中2

16    26.6922/6 池田　昂輝      Ｂ＆Ｇ愛南      高1

17    26.7621/1 松下　空雅      フィッタ重信    高2

18    26.8022/7 竹ノ内　悠       南海朝生田      中2

19    26.9422/8 石河　啓吾      Z-UP            中2

20    27.0022/5 塩見　頼生      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    中1

21    27.1222/1 廣井　和也      八幡浜ＳＣ      高1

22    27.2720/4 井関　稀琉      コミュニティ    中2

23    27.3021/5 藤原　優斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       中1

24    27.3921/3 田坂　優成      フィッタ松山    中1

25    27.4020/5 菊池　真弥      八幡浜ＳＣ      中1

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME1/8 ページ



種目別競技結果
競技No 5.男子   50m 自由形   タイム決勝

2017年度チ ャ レ ン ジ ミ ー ト 水 泳 競 技 大 会

26    27.5023/8 森﨑　智也      MESSA           高2

27    27.5121/2 井上　陽葵      五百木ＳＣ      中2

28    27.8020/1 谷村　大樹      八幡浜ＳＣ      中2

29    27.8620/3 佐々木大弥     南海朝生田      中1

30    27.9021/7 菊池　映吾      南海ＤＣ        中3

31    27.9719/1 坂口　颯馬      五百木ＳＣ      中1

32    28.0521/6 大西　陽翔      フィッタ松前    中3

33    28.3020/6 明日　孝允      南海朝生田      中1

34    28.3721/8 伊藤　路人      フィッタ松山    中2

35    28.3920/2 島田　　希       フィッタ松山    小5

36    28.4219/4 重見　祐人      南海朝生田      中2

37    28.4918/7 向居　大晴      フィッタ重信    中1

38    28.5118/8 安藤　央起      フィッタ新居浜  小6

39    28.6819/5 竹永　悠人      石原ＳＣ        小6

40    28.8420/8 文田　匠海      Z-UP            中2

41    28.8819/7 北原　大裕      フィッタ重信    小6

42    28.9020/7 内田　拓希      フィッタ松前    小6

43    28.9319/8 金田　浩聖      ファイブテン    小5

44    29.0218/2 吉田　烈強      五百木ＳＣ      中1

45    29.0419/3 東灘　空良      Ryuow           小6

46    29.0518/5 大石　陸斗      フィッタ松前    中1

47    29.1017/3 呉石　智哉      リー保内        中1

48    29.6517/2 田村　智弥      MESSA           中2

49    29.7018/6 溝口　稜茉      Z-UP            中1

50    29.7419/2 菅原　之愛      Ｂ＆Ｇ愛南      中2

51    29.7916/4 中島　詢人      MESSA           中1

51    29.7918/1 田中　健登      マコトSC双葉    中2
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53    29.8218/3 田中　文也      コミュニティ    小6

54    29.8517/6 桧垣　柊一      フィッタ新居浜  小6

55    29.8917/8 福田　英寿      ファイブテン    小5

56    29.9919/6 山田　佳明      アズサ松山      中2

57    30.2617/1 大加田元輝     コミュニティ    小5

58    30.4117/4 山中　順平      マコトSC双葉    中1

59    30.4915/5 町田　夏紀      フィッタ新居浜  小6

60    30.5116/7 渡瀬　陽太      フィッタ松山    小6

61    30.5916/2 西岡　颯大      南海ＤＣ        小5

61    30.5916/3 藤田　　翔       ファイブテン    小6

63    30.6216/6 名智　　馨       フィッタ重信    小6

64    30.8817/7 青野　　空       マコトSC双葉    小4

65    31.0211/5 谷村　広樹      八幡浜ＳＣ      小6

66    31.0512/1 大西　龍玄      五百木ＳＣ      小6

66    31.0514/2 森田　淳夢      フィッタ新居浜  小4

68    31.1513/6 内田明日翔     ファイブテン    中1

69    31.3216/1 福本　歩夢      Ryuow           小6

70    31.6613/7 中村　康太      アズサ松山      小6

70    31.6614/3 八木　一真      マコトSC双葉    小5

72    31.7614/6 櫻井　理道      コミュニティ    小5

73    31.7716/8 大久保響義     コミュニティ    小6

74    32.0415/8 田島煌大郎     コミュニティ    小6

75    32.0814/5 奥田　海人      フィッタ松前    小6

76    32.1314/4 平野　　資       フィッタ松山    小5

77    32.2315/2 杉本　吏輝      コミュニティ    小6

78    32.4415/7 加地　優那      フィッタ重信    小6

79    32.5115/3 野口　雄矢      西条ＳＣ        小6
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79    32.5112/3 真鍋　千賢      フィッタ新居浜  小4

81    32.5613/2 安藤　陽輝      ファイブテン    小6

82    32.6412/7 立石　陽大      南海ＤＣ        小4

83    32.7213/5 雨宮　優太      フィッタ新居浜  小6

84    32.7812/5 伊藤　遼人      フィッタ重信    小6

85    32.7914/1 松田　康生      アズサ松山      小5

86    32.9411/4 土田　秋紀      マコトSC双葉    中1

87    32.9514/7 野川　　陸       西条ＳＣ        小4

87    32.9513/8 山﨑　創太      アズサ松山      小4

89    32.9613/1 菊山　雄大      Z-UP            小4

90    33.0411/6 上岡　碧斗      MESSA           中1

91    33.1313/4 中野　元道      Ryuow           小6

92    33.2110/2 谷　　琉成       フィッタ松前    小5

93    33.2214/8 塩出　大剛      西条ＳＣ        小3

94    33.2412/2 宇都宮要太     リー保内        中2

95    33.258/3 佐藤凛汰朗     マコトSC双葉    小3

96    33.3015/1 池田　昂生      五百木ＳＣ      小4

96    33.3010/5 上川　颯斗      リー保内        小6

98    33.3711/2 前田　天希      コミュニティ    小3

99    33.5310/6 近藤　了聖      フィッタ松山    小4

100    33.5412/4 森野　涼平      コミュニティ    小6

101    33.6310/8 高岡　大珂      フィッタ松山    小4

102    33.6411/3 森田　敦也      フィッタ松山    小4

103    33.669/4 大塚　慶希      リー保内        小5

104    33.6711/7 後藤　伊織      フィッタ新居浜  中1

105    33.729/7 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小4

106    33.7912/6 兵頭虎太朗     フィッタ松前    小3
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107    33.819/1 宇田　　光       石原ＳＣ        小5

108    33.8512/8 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小5

109    33.898/8 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

110    34.049/2 西岡　飛羽      MESSA           小6

111    34.069/6 丸山　晃成      Ryuow           小5

112    34.0810/4 大石　陵雅      フィッタ松前    小3

113    34.2310/7 石川　智暉      フィッタ松山    小4

114    34.318/6 小原　知也      リー保内        小5

115    34.719/5 織田　壮真      しまなみSC      小5

116    34.877/3 広瀬　秀悟      フィッタ新居浜  小5

117    34.8910/3 曽我　亮斗      西条ＳＣ        小6

118    34.9210/1 日淺琥太朗     しまなみSC      小5

119    34.979/3 忽那　海音      フィッタ松前    小3

120    35.198/2 石山　千吏      アズサ松山      小4

121    35.498/1 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

122    35.5311/1 神八　俊太      西条ＳＣ        小6

123    35.596/5 渡部　　京       フィッタ松前    小4

124    35.618/5 畠下　魁翔      アズサ松山      小4

125    35.699/8 駄場　匠介      フィッタ松山    小3

126    35.917/4 保利　俊希      フィッタ松前    小5

127    35.958/7 坂田　宗介      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

128    35.963/4 長井耕太郎     マコトSC双葉    小4

129    36.006/7 荒木　颯斗      五百木ＳＣ      小4

130    36.115/6 井上　雄斗      Ryuow           小3

131    36.147/6 髙橋　昂大      南海ＤＣ        小3

132    36.324/3 山田　睦己      マコトSC双葉    小3

133    36.345/5 渡邊　莉友      しまなみSC      小4
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134    36.387/5 田井　雄斗      南海ＤＣ        小3

135    36.617/1 近藤　優大      アズサ松山      小4

136    37.206/3 永田　　空       南海ＤＣ        小3

137    37.266/1 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

138    37.443/6 八重川　輝      コナミ松山      小2

139    37.647/8 兵頭　悠晟      コナミ松山      小3

140    37.686/6 宮崎　捲史      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

140    37.687/2 岡本　悠希      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

142    37.724/5 井関　浩雅      八幡浜ＳＣ      小3

143    37.775/3 野木　青空      コナミ松山      小3

144    38.555/4 三島　弘義      フィッタ松山    小2

145    38.612/1 麻生　涼介      マコトSC双葉    小3

146    38.684/4 加藤　　煌       西条ＳＣ        小4

147    39.015/1 森　　柊人       フィッタ新居浜  小6

148    39.026/2 友近　立伸      コナミ松山      小3

149    39.344/8 上岡　莉己      Ryuow           小2

150    39.465/2 河上　知寛      コナミ松山      小3

151    39.527/7 弓立　奏太      ファイブテン    小4

152    39.653/5 森　　大空       Z-UP            小3

153    40.304/6 松本　暁輝      石原ＳＣ        小4

154    40.682/4 辻井　　航       コナミ松山      小2

155    40.803/3 山内　奏人      Z-UP            小3

156    41.064/7 大森　真慶      フィッタ松前    小2

157    41.363/2 山本　隆成      石原ＳＣ        小4

158    42.124/1 小松　久人      フィッタ松前    小2

159    42.212/3 土居　蒼空      MESSA           小2

160    42.262/8 神野　叶羽      南海ＤＣ        小2
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161    42.302/5 近藤　創太      コナミ松山      小2

162    42.664/2 谷　　宗賢       フィッタ松前    小2

163    42.791/3 井上　幹雄      Ryuow           小2

164    42.822/2 塩出　心剛      西条ＳＣ        小1

165    42.993/1 森　　瑞葵       フィッタ新居浜  小4

166    43.091/5 小佐田陽介     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

167    43.321/4 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

168    43.482/7 池田　煌春      コナミ松山      小2

169    43.992/6 阿河　寛斉      西条ＳＣ        小3

169    43.993/8 岡　　拓生       ファイブテン    小3

失格15/6 加地　　佐       ファイブテン    中2

失格11/8 橋田倫太朗     マコトSC双葉    小6

棄権24/5 清水　鼓哲      Ｂ＆Ｇ愛南      高2

棄権16/5 佐々木裕也     石原ＳＣ        中1

棄権8/4 大森　統也      フィッタ松前    小4

棄権5/8 浦川　日向      フィッタ新居浜  小4

棄権5/7 伊藤龍太郎     マコトSC双葉    小4

棄権6/8 玉井　泰雅      五百木ＳＣ      小4

棄権3/7 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

棄権13/3 内田　圭祐      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

棄権18/4 尾上　勇喜      瀬戸内温泉      中2

棄権21/4 有田　羽瑠      コミュニティ    中2

棄権22/2 薬師寺柊太     MESSA           高2

棄権15/4 新保　陽大      しまなみSC      小6

棄権6/4 小野　優人      フィッタ松前    小4

棄権24/1 友澤　雅崇      石原ＳＣ        高1

棄権17/5 髙須賀壮太     南海朝生田      中1
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