
種目別競技結果
競技No 9.男子   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    29.139/4 菊地駿一郎     八幡浜ＳＣ      一0

2    29.529/5 長尾　息吹      アズサ松山      高3

3    29.829/3 薬師寺康輔     石原ＳＣ        高2

4    30.649/6 奥本　陽葵      五百木ＳＣ      高1

5    31.529/2 芝　　祐誠       五百木ＳＣ      高2

6    33.119/7 稲田　有希      石原ＳＣ        高1

7    34.858/5 木下　悠生      瀬戸内温泉      中1

8    35.548/4 重見　祐人      南海朝生田      中2

9    36.069/8 羽田野颯太     コナミ松山      小6

10    36.928/3 町田　夏紀      フィッタ新居浜  小6

11    37.398/2 田村想太郎     Z-UP            中1

12    37.648/7 北原　大裕      フィッタ重信    小6

13    37.998/8 吉田　烈強      五百木ＳＣ      中1

14    38.117/4 三河　瀬那      五百木ＳＣ      中1

15    38.958/1 渡部　　蓮       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小6

16    38.967/3 池田　大晟      五百木ＳＣ      小6

17    39.817/6 中田　智大      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

18    40.307/1 加地　　佐       ファイブテン    中2

19    40.357/5 野口　雄矢      西条ＳＣ        小6

20    40.907/2 森田　碧音      五百木ＳＣ      小5

21    41.024/3 真鍋　千賢      フィッタ新居浜  小4

22    41.176/2 上岡　唯人      MESSA           小5

23    41.796/5 玉井　龍弥      五百木ＳＣ      小6

24    41.907/8 石山　千吏      アズサ松山      小4

25    42.194/5 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小5
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26    42.616/3 田島煌大郎     コミュニティ    小6

27    42.916/7 上川　颯斗      リー保内        小6

28    43.186/6 広瀬　秀悟      フィッタ新居浜  小5

28    43.185/3 荒木　颯斗      五百木ＳＣ      小4

30    43.386/8 越智　　渉       ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小6

31    43.566/4 大石　陵雅      フィッタ松前    小3

32    43.955/4 白石　和士      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

33    44.035/5 宮内啓士郎     南海ＤＣ        小4

34    44.365/1 越智　通康      コナミ松山      小4

35    44.744/6 宇田　　光       石原ＳＣ        小5

36    44.775/6 三河　琉伽      五百木ＳＣ      小4

37    45.195/7 井上　雄斗      Ryuow           小3

38    45.255/8 兵頭虎太朗     フィッタ松前    小3

39    45.704/4 島谷　悠真      マコトSC双葉    小5

40    46.305/2 渡邊　莉友      しまなみSC      小4

41    46.674/1 永田　　空       南海ＤＣ        小3

42    46.693/6 小笠原優希     五百木ＳＣ      小3

42    46.693/5 宮崎　捲史      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

44    47.413/7 宇佐美甚吉     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

45    48.133/8 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

46    48.354/7 髙橋　昂大      南海ＤＣ        小3

47    49.034/8 上岡　莉己      Ryuow           小2

48    50.093/3 麻生　涼介      マコトSC双葉    小3

49    50.612/1 森　　大空       Z-UP            小3

50    50.783/1 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

51    51.592/3 近藤　創太      コナミ松山      小2

52    52.742/5 向井　蒼空      ファイブテン    小2
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53    53.202/2 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小4

54    54.412/8 山本　隆成      石原ＳＣ        小4

55    54.671/4 井上　幹雄      Ryuow           小2

56    55.052/7 谷　　宗賢       フィッタ松前    小2

57    56.871/5 松本　暁輝      石原ＳＣ        小4

58    59.371/3 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

59  1:00.711/6 小佐田陽介     ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

棄権8/6 眞矢大志朗     リー保内        中1

棄権6/1 新保　陽大      しまなみSC      小6

棄権3/4 伊藤龍太郎     マコトSC双葉    小4

棄権2/6 平田　佑斗      Z-UP            小2

棄権2/4 小野　優人      フィッタ松前    小4

棄権4/2 大森　統也      フィッタ松前    小4

棄権9/1 長谷部和輝     瀬戸内温泉      中1

棄権7/7 篠原　正成      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

棄権3/2 藤原　大智      ファイブテン    小4
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