
種目別競技結果

競技No 22.男子   50m 背泳ぎ   タイム決勝

2018年度ジ ュ ニ ア 選 抜 水 泳 競 技 大 会

無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.467/4 濱家　隆佑      南海ＤＣ        高3

2    28.297/3 高岡　大陸      五百木ＳＣ      高1

3    28.627/5 福井　佑絃      コミュニティ    高1

4    30.157/2 藤原　優斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

5    30.587/6 井上　陽葵      五百木ＳＣ      中3

6    30.837/7 太田　拓夢      八幡浜ＳＣ      高2

7    31.366/4 山岡　利哉      五百木ＳＣ      高1

8    32.067/1 髙井健太郎     五百木ＳＣ      中2

9    33.247/8 矢野　隼一      フィッタ重信    中3

10    33.376/3 平野　　資       フィッタ松山    小6

11    33.756/5 大加田元輝     コミュニティ    小6

12    34.606/6 加藤　雄大      Z-UP            中1

13    34.956/1 大野孝太郎     南海ＤＣ        小6

14    35.045/4 溝口　稜茉      Z-UP            中2

15    35.916/2 池田　昂生      五百木ＳＣ      小5

16    37.225/3 安藤　陽輝      ファイブテン    中1

17    37.256/7 井上　叶登      五百木ＳＣ      中1

18    37.414/4 森田　淳夢      フィッタ新居浜  小5

19    37.936/8 加地　優那      フィッタ重信    中1

20    38.375/2 辻田　裕真      フィッタ松山    小4

21    39.095/6 前田　天希      コミュニティ    小4

22    39.235/5 伊藤　遼人      フィッタ重信    中1

23    39.725/7 忽那　海音      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

24    40.004/3 細谷　孝正      リー保内        中1

25    40.605/8 伊藤　諒成      五百木ＳＣ      小4
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26    41.024/6 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小5

27    41.654/5 角川　琉斗      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

28    42.334/2 渡部　　京       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小5

29    42.534/7 伊藤　夏樹      フィッタ新居浜  小3

30    43.743/4 兵頭　悠晟      コナミ松山      小4

31    43.944/1 小笠原優希     五百木ＳＣ      小4

32    44.553/8 是澤　祥太      コミュニティ    小5

33    44.883/7 山田　睦己      マコトSC双葉    小4

34    44.985/1 渡邊　晃汰      しまなみSC      小5

35    45.253/3 三浦　都史      西条ＳＣ        小4

36    45.653/2 友近　立伸      コナミ松山      小4

37    45.683/6 三島　弘義      フィッタ松山    小3

38    46.774/8 森田　碧星      ファイブテン    小5

39    47.283/5 谷口　蓮次      リー保内        小5

40    47.332/8 大森　真慶      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小3

41    48.612/4 塩出　心剛      西条ＳＣ        小2

42    49.182/3 森田　蒼琉      ファイブテン    小3

43    49.252/7 越智　郁斗      Z-UP            小4

44    49.601/2 池田　煌春      コナミ松山      小3

45    49.841/6 後藤　謙斗      フィッタ新居浜  小3

46    49.922/6 平田　佑斗      Z-UP            小3

47    49.982/5 向井　蒼空      ファイブテン    小3

48    50.103/1 大谷　星悟      八幡浜ＳＣ      小4

49    50.382/1 髙橋凛乃介     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

50    51.901/5 望月　創史      西条ＳＣ        小2

51    55.371/7 岸田　泰明      ｴﾘｴｰﾙSRT       小1

52    55.491/4 濱田　　基       西条ＳＣ        小2
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53    56.012/2 阿河　寛斉      西条ＳＣ        小4

54  1:04.131/1 松本　韻生      Ryuow           小1

棄権1/3 大滝　陽平      ファイブテン    小4
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