
種目別競技結果
競技No 7.男子   50m 背泳ぎ   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    27.067/4 芝　　祐誠       五百木ＳＣ      高2

2    27.337/5 市川　　薫       八幡浜ＳＣ      中3

3    30.157/3 野田旺太郎     フィッタ松山    小6

4    30.477/6 太田　拓夢      八幡浜ＳＣ      高1

5    31.377/7 世良　智希      Z-UP            中1

6    32.647/2 矢野　隼一      フィッタ重信    中2

7    33.457/1 佐藤　　航       ファイブテン    中2

8    34.107/8 大加田元輝     コミュニティ    小5

9    34.866/4 山口　将貴      フィッタ新居浜  小6

10    35.106/8 松浦　海翔      マコトSC双葉    小5

11    35.646/5 永野　隼翔      五百木ＳＣ      小6

12    36.296/6 小野　寛生      南海ＤＣ        小4

13    36.386/1 井上　叶登      五百木ＳＣ      小6

14    37.636/3 池田　昂生      五百木ＳＣ      小4

15    37.666/2 安藤　陽輝      ファイブテン    小6

16    38.615/4 前田　天希      コミュニティ    小3

17    39.194/6 上川　颯斗      リー保内        小6

18    39.375/3 中野　元道      Ryuow           小6

19    39.465/8 山内　遥哉      フィッタ新居浜  小5

20    39.695/6 渡部　隼斗      フィッタ新居浜  小4

21    40.085/5 日淺琥太朗     しまなみSC      小5

22    40.135/2 三宅　海士      西条ＳＣ        小5

23    40.265/7 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

24    40.853/7 長井耕太郎     マコトSC双葉    小4

25    41.354/1 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3
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26    41.664/8 田井　雄斗      南海ＤＣ        小3

27    41.913/8 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小4

28    41.984/5 一井　克斗      ファイブテン    小3

29    42.244/4 三宅　裕貴      西条ＳＣ        小3

30    42.312/6 渡部　　京       フィッタ松前    小4

31    42.774/2 織田　壮真      しまなみSC      小5

32    42.794/7 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

33    42.923/2 谷　　琉成       フィッタ松前    小5

34    44.324/3 石原孝太郎     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

35    45.493/4 伊藤　絢彪      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

36    45.523/5 野木　青空      コナミ松山      小3

37    45.911/2 山田　睦己      マコトSC双葉    小3

38    46.192/5 宇佐美弥市     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2

39    46.572/3 友近　立伸      コナミ松山      小3

40    46.832/4 三島　弘義      フィッタ松山    小2

41    47.071/6 河上　知寛      コナミ松山      小3

42    47.323/3 兵頭　悠晟      コナミ松山      小3

43    47.543/1 井関　浩雅      八幡浜ＳＣ      小3

44    48.452/2 小佐田陽介     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

45    49.723/6 森田　碧星      ファイブテン    小4

46    50.061/3 池田　煌春      コナミ松山      小2

47    50.082/8 谷　　宗賢       フィッタ松前    小2

48    50.361/8 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

49    50.801/5 小松　久人      フィッタ松前    小2

50    50.811/4 大森　真慶      フィッタ松前    小2

51    51.611/7 神野　叶羽      南海ＤＣ        小2

52    52.122/1 塩出　心剛      西条ＳＣ        小1

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME2/3 ページ



種目別競技結果
競技No 7.男子   50m 背泳ぎ   タイム決勝

2017年度チ ャ レ ン ジ ミ ー ト 水 泳 競 技 大 会

53    53.281/1 山本　隆成      石原ＳＣ        小4

54    57.942/7 阿河　寛斉      西条ＳＣ        小3

棄権5/1 大森　統也      フィッタ松前    小4

棄権6/7 山本　羅偉      Ｂ＆Ｇ愛南      中1
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