
種目別競技結果

競技No 4.男子   50m 背泳ぎ   タイム決勝

ＳＣ協会合同公認水泳競技大会

無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.0511/4 芝　　祐誠       五百木ＳＣ      高3

2    28.4711/5 濱家　隆佑      南海ＤＣ        高3

2    28.4711/3 森﨑　智也      MESSA           高3

4    30.3711/2 太田　拓夢      八幡浜ＳＣ      高2

5    30.7611/6 藤原　優斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

6    31.8610/5 尾上　勇喜      瀬戸内温泉      中3

7    33.3811/7 長野　　弘       マコトSC双葉    中1

8    33.4611/1 大加田元輝     コミュニティ    小6

9    33.5511/8 平野　　資       フィッタ松山    小6

10    35.8910/2 池田　昂生      五百木ＳＣ      小5

11    36.0210/3 藤田　　翔       ファイブテン    中1

12    36.4510/8 堀本　達郎      石原ＳＣ        中3

13    36.6510/6 井上　叶登      五百木ＳＣ      中1

14    36.7310/1 田島煌大郎     コミュニティ    中1

15    37.4010/7 加地　優那      フィッタ重信    中1

16    37.426/4 井爪　　凜       五百木ＳＣ      小6

17    38.499/5 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小6

18    38.548/5 植田　　睦       アズサ松山      小6

19    38.599/3 前田　天希      コミュニティ    小4

20    38.998/4 近藤　優大      アズサ松山      小5

21    39.189/6 立石　陽大      南海ＤＣ        小5

22    39.209/1 高岡　大珂      フィッタ松山    小5

23    39.629/2 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

24    39.738/7 忽那　海音      フィッタエミフル 小4

25    40.018/6 谷本生吹喜     競泳塾Again     中1
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26    40.417/6 伊藤　諒成      五百木ＳＣ      小4

27    40.558/3 辻田　裕真      フィッタ松山    小4

28    40.797/4 宇佐美甚吉     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

29    41.096/5 谷　　琉成       フィッタエミフル 小6

30    41.128/2 荒木　颯斗      五百木ＳＣ      小5

31    41.317/8 秀野　敬祐      五百木ＳＣ      小5

32    41.513/7 菊池　大雅      リー保内        小6

33    41.527/2 石原孝太郎     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5

34    41.728/1 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

35    42.137/7 三宅　裕貴      西条ＳＣ        小4

36    42.269/7 白石　和士      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

37    42.826/2 松本　瑛騎      五百木ＳＣ      小5

38    42.936/7 上野　球人      五百木ＳＣ      小3

39    43.237/5 田井　雄斗      南海ＤＣ        小4

40    43.507/1 池内　亮真      五百木ＳＣ      小4

41    43.805/2 保利　俊希      フィッタエミフル 小6

42    43.815/5 玉井　央輔      五百木ＳＣ      小3

43    44.449/8 畠下　魁翔      アズサ松山      小5

44    44.714/5 藤田　航樹      瀬戸内温泉      小5

45    45.323/4 谷口　蓮次      リー保内        小5

46    45.365/4 三浦　都史      西条ＳＣ        小4

47    45.427/3 宮田　爽詩      MESSA           小6

48    45.516/8 井関　浩雅      八幡浜ＳＣ      小4

49    46.695/8 渡邊　晃汰      しまなみSC      小5

50    46.854/1 赤瀬　龍成      瀬戸内温泉      中1

51    46.916/1 宇佐美弥市     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

52    47.143/5 玉井　大貴      五百木ＳＣ      小3
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53    47.425/6 村上　諒都      五百木ＳＣ      小5

54    48.506/3 森田　碧星      ファイブテン    小5

55    48.535/7 岡　　拓生       ファイブテン    小4

56    48.555/3 森田　蒼琉      ファイブテン    小3

57    48.785/1 向井　蒼空      ファイブテン    小3

58    48.918/8 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

59    49.414/4 山本　隆成      石原ＳＣ        小5

60    49.804/8 塩出　心剛      西条ＳＣ        小2

61    49.844/6 谷　　宗賢       フィッタエミフル 小3

62    50.513/3 三河　蒼空      五百木ＳＣ      小3

63    51.004/3 今城　絆空      ファイブテン    小4

64    52.063/1 水野　太貴      フィッタ松山    小3

65    53.064/2 越智　生剛      しまなみSC      小6

66    53.392/5 望月　創史      西条ＳＣ        小2

67    53.482/4 前田　湊仁      フィッタ松山    小3

68    53.773/6 川村　徠翔      西条ＳＣ        小4

69    54.493/2 明比　琉斗      フィッタエミフル 小3

70    54.911/5 岸田　泰明      ｴﾘｴｰﾙSRT       小1

71    55.152/6 阿河　寛斉      西条ＳＣ        小4

72    55.922/3 菊池　瑛太      リー保内        小3

73    58.821/4 山本　晃大      西条ＳＣ        小2

74    58.972/7 角元　　尊       リー保内        小2

75    59.362/2 牧野　源志      フィッタエミフル 小2

76  1:01.772/8 守田　聖陽      リー保内        小2

77  1:03.762/1 眞木なおはる   競泳塾Again     小3

78  1:07.031/1 多田　歩高      リー保内        小1

79  1:07.531/6 今川　藍斗      アズサ松山      小2
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80  1:14.881/2 菊池航史郎     リー保内        小1

失格10/4 永野　隼翔      五百木ＳＣ      中1

失格6/6 宮崎裕一朗     競泳塾Again     小4

失格4/7 神野　叶羽      南海ＤＣ        小3

失格3/8 濱田　　基       西条ＳＣ        小2

失格1/3 白石　謙心      西条ＳＣ        小2

棄権9/4 上岡　碧斗      MESSA           中2

棄権1/7 井上　晴貴      リー保内        小1
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