
種目別競技結果

競技No 26.男子   50m バタフライ   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    26.10 8/4 久米　崇汰      八幡浜ＳＣ      高1

2    26.95 8/5 宮中　悠希      リー保内        高2

3    27.55 8/3 中尾　智也      AzuMax          高1

4    28.28 8/6 藤田　陸斗      西条ＳＣ        中3

5    29.35 8/1 髙岡　海斗      五百木ＳＣ      中2

6    29.51 8/2 鳥取　愛斗      西条ＳＣ        中2

7    30.12 8/7 菊池　真弥      八幡浜ＳＣ      中2

8    30.267/5 大西　勇輝      コナミ松山      中2

9    30.917/4 安藤　央起      フィッタ新居浜  中1

10    31.476/4 坪内　聰典      フィッタ松山    中1

11    31.825/3 重見　陸斗      フィッタ重信    中3

12    32.397/8 木村　勇太      瀬戸内温泉      中2

13    32.447/1 名智　　馨       フィッタ重信    中1

14    32.577/7 菊池　　輝       八幡浜ＳＣ      中2

15    32.697/2 田中　健登      マコトSC双葉    中3

16    32.915/5 山﨑　奏悠      フィッタ重信    中2

17    32.997/3 藤田　颯斗      西条ＳＣ        中1

18    33.227/6 中村　哲茶      アズサ松山      中3

19    33.566/6 森田　淳夢      フィッタ新居浜  小5

20    33.636/2 村田　　楓       コナミ松山      小5

21    33.646/8 内田　圭祐      ｴﾘｴｰﾙSRT       中1

22    33.735/8 谷村　広樹      八幡浜ＳＣ      中1

23    33.766/1 中田　智大      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

24    33.894/5 櫻井　理道      コミュニティ    小6

25    33.945/6 小原　知也      リー保内        小6
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26    34.256/3 真鍋　千賢      フィッタ新居浜  小5

27    34.425/7 谷口　駿成      リー保内        中1

28    34.436/5 佐々木裕也     石原ＳＣ        中2

29    34.446/7 八木　一真      マコトSC双葉    小6

30    35.405/2 兵頭虎太朗     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

31    36.135/4 渡部　隼斗      フィッタ新居浜  小5

32    36.165/1 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

33    36.454/4 森田　敦也      フィッタ松山    小5

34    37.193/3 丸山　晃成      Ryuow           小6

35    37.204/7 石川　智暉      フィッタ松山    小5

36    37.564/1 大石　陵雅      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

37    37.844/8 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

38    37.904/6 岡﨑　一彗      フィッタ松山    小6

39    37.934/3 井上　雄斗      Ryuow           小4

40    38.062/3 寺尾　匠正      フィッタ新居浜  小5

41    38.414/2 大西　敦也      コミュニティ    小6

42    38.493/4 畠下　魁翔      アズサ松山      小5

43    38.843/6 玉井　淳規      リー保内        小4

44    39.033/5 忽那　海音      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小4

45    39.412/5 南　　楓大       ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

46    39.881/6 渡部　　京       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       小5

47    40.973/7 鶴岡　海斗      アズサ松山      小6

48    41.192/4 三宅　裕貴      西条ＳＣ        小4

49    41.613/2 岡本　悠希      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

50    41.853/8 藤原　大智      ファイブテン    小5

51    42.722/1 井上　幹雄      Ryuow           小3

52    44.872/7 森　　大空       Z-UP            小4
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53    45.432/2 是澤　祥太      コミュニティ    小5

54    46.491/4 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小4

55    47.261/3 竹本　大輝      Ryuow           小3

56    49.292/6 井関　　煌       コミュニティ    小3

57    49.881/5 髙橋凛乃介     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

58    53.991/2 赤野　文彦      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

59    56.731/7 門田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小2

失格8/8 島田　　希       フィッタ松山    小6

失格3/1 辻田　裕真      フィッタ松山    小4

棄権2/8 山内　奏人      Z-UP            小4
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