
種目別競技結果
競技No 8.男子   50m バタフライ   タイム決勝

第７回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

10歳以下
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    38.553/5 玉井　淳規 リー保内 小4

2    39.493/4 森　　大空 瀬戸内温泉 小4

3    41.423/8 山内　奏人 マコトSC双葉 小4

4    42.392/2 井関　　煌 コミュニティ 小3

5    42.791/6 金田　莉東 ファイブテン 小2

6    43.001/7 山内　大和 マコトSC双葉 小1

7    44.362/7 竹本　大輝 Ryuow 小3

8    44.541/5 松岡　　遼 アズサ松山 小4

9    53.291/1 宇都宮　旬 コミュニティ 小3

棄権2/6 山之内僚汰 Z-UP 小5

棄権2/1 南　　颯真 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権1/8 門田　陸翔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権1/4 田中　稔也 Z-UP 小4

棄権1/3 赤野　文彦 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

棄権1/2 畔地　俊輔 コミュニティ 小3

棄権2/3 菊池　　希 八幡浜ＳＣ 小4
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    33.554/4 真鍋　千賢 フィッタ新居浜 小5

2    33.784/3 山﨑　創太 アズサ松山 小5

3    33.805/7 八木　一真 マコトSC双葉 小6

4    34.604/2 小野　寛生 南海ＤＣ 小5

5    34.784/7 森田　敦也 フィッタ松山 小5

6    34.964/6 谷　　琉成 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

7    40.362/4 三瀬　優翔 アズサ松山 小5

8    40.952/8 藤田　航樹 瀬戸内温泉 小5

9    41.352/5 平岡　泰樹 瀬戸内温泉 小5

棄権3/1 岡本　悠希 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

棄権4/5 菊山　雄大 Z-UP 小5

棄権3/6 南　　楓大 ｴﾘｴｰﾙSRT 小6

棄権3/7 畔地　将志 コミュニティ 小6

棄権4/1 寺尾　匠正 フィッタ新居浜 小5

棄権3/2 髙橋　波留 Z-UP 小6

棄権5/1 小原　知也 リー保内 小6

棄権5/2 藤田　颯斗 西条ＳＣ 中1

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME2/4 ページ



種目別競技結果
競技No 8.男子   50m バタフライ   タイム決勝

第７回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.156/6 石坂　剛也 しまなみSC 中2

2    28.446/7 髙岡　海斗 五百木ＳＣ 中2

3    28.646/2 尾上　勇喜 瀬戸内温泉 中3

4    28.716/1 鳥取　愛斗 西条ＳＣ 中2

5    29.165/4 東灘　空良 Ryuow 中1

6    29.755/5 加藤　雄大 瀬戸内温泉 中1

7    29.865/3 佐々木大弥 南海朝生田 中2

8    29.985/6 呉石　智哉 リー保内 中2

9    33.525/8 内田明日翔 ファイブテン 中2

10    38.443/3 山本　大成 アズサ松山 中1

棄権4/8 松本　将汰 Z-UP 中1

棄権7/6 津田　颯希 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中3

17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.557/8 増田　頼人 南海朝生田 高2

棄権7/4 二宮龍之輔 MESSA 高2
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15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.047/3 廣川勇太郎 石原ＳＣ 高1

2    26.777/5 久米　崇汰 八幡浜ＳＣ 高1

3    27.276/4 江﨑　隼人 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 高2

4    27.307/1 中尾　智也 AzuMax 高1

5    27.347/2 大福　樹生 八幡浜ＳＣ 高1

6    27.826/3 清水康太郎 MESSA 高1

7    29.096/8 後藤　佑輔 八幡浜ＳＣ 高1

棄権6/5 藤田　陸斗 西条ＳＣ 中3

棄権7/7 小野　聖流 ｴﾘｴｰﾙSRT 高1
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