
種目別競技結果
競技No 8.女子   50m 平泳ぎ   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    32.987/5 浅川　　楓       南海朝生田      高1

2    33.137/4 岡田　　彩       アズサ松山      高1

3    33.497/3 戒能　朝陽      南海ＤＣ        高2

4    35.367/8 小笠原朋夏     五百木ＳＣ      中2

5    36.967/7 中野　　優       南海ＤＣ        小6

6    37.207/2 別府　彩羽      マコトSC双葉    中1

7    37.656/4 大下　和奏      瀬戸内温泉      中2

8    37.827/1 清家　美羽      フィッタ松山    小5

9    38.426/6 二神　麻央      五百木ＳＣ      小6

10    39.146/3 上岡　由佳      Ryuow           中1

11    39.346/1 髙田　夏帆      マコトSC双葉    小4

12    39.556/5 菅　　百花       フィッタ松前    小6

13    39.566/2 長岡　一華      Ryuow           中2

14    40.515/4 大石　晶夢      フィッタ松前    小5

15    40.915/5 兵頭　まい      石原ＳＣ        小4

16    42.855/6 伊藤菜々海     マコトSC双葉    小5

17    42.925/2 藤岡　　凛       フィッタ松山    小6

18    43.095/7 宮中　彩希      リー保内        小5

19    43.645/1 丹下　愛萌      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

20    44.134/7 荒谷　結奏      フィッタ松山    小3

21    44.434/5 藤田　真央      ファイブテン    小3

22    44.495/8 澤井　千紘      ファイブテン    小5

23    45.354/4 福本　唯芽      ファイブテン    小6

24    45.664/3 松本　梨音      五百木ＳＣ      小6

25    45.773/5 荒木　美紅      五百木ＳＣ      小6
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26    47.453/2 西田　瑚雪      フィッタ松山    小2

27    47.743/4 大澤　由芽      Ryuow           小5

28    47.914/8 吉村　友結      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

29    47.922/1 三好美咲希     Z-UP            小5

29    47.923/1 柏田　萌菜      アズサ松山      小4

31    48.013/3 御手洗　葵      コナミ松山      小4

32    48.302/2 塩井　留華      Ryuow           小4

33    48.314/1 藤井　里歩      南海ＤＣ        小4

34    48.324/2 二宮　悠梨      八幡浜ＳＣ      小5

35    48.343/6 山田優里也     八幡浜ＳＣ      小3

36    48.422/3 越智　紗英      フィッタ松山    小3

37    48.614/6 内田　侑花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

38    48.872/4 天野　衣音      リー保内        小3

39    50.143/8 西本めぐみ     Z-UP            小5

40    50.263/7 小椋　萌可      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

41    50.342/5 土井　陽葵      フィッタ松山    小2

42    51.401/4 大西　未桜      リー保内        小2

43    52.572/8 濵田　瑠美      Z-UP            小3

44    52.881/6 朝雲　美弥      リー保内        小4

45    52.971/3 宇都宮由奈     リー保内        小3

46    56.621/7 岡田　聖來      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

47    57.481/5 岡本　彩花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小1

棄権6/7 宇都宮未来     コミュニティ    小6

棄権2/7 宮野　心花      西条ＳＣ        小2

棄権6/8 岡本　未来      八幡浜ＳＣ      小5

棄権5/3 中井　芽里      五百木ＳＣ      小6

棄権7/6 山内　萌加      西条ＳＣ        中1
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棄権1/2 山本　にな      リー保内        小3

棄権2/6 山下　優菜      八幡浜ＳＣ      小3
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