
種目別競技結果
競技No 18.男子  100m 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

11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

50m

1  1:15.452/8 櫻井　理道 コミュニティ 小6

   33.70

2  1:16.881/3 森田　敦也 フィッタ松山 小5

   36.07

棄権1/5 内田　圭祐 ｴﾘｴｰﾙSRT 中1

棄権1/6 小原　知也 リー保内 小6

棄権2/1 山内　遥哉 フィッタ新居浜 小6

棄権2/7 菊山　雄大 Z-UP 小5

棄権3/1 藤田　颯斗 西条ＳＣ 中1
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

50m

1    58.606/1 大加田　凌 コミュニティ 中2

   27.27

2  1:01.285/7 隅田　晴彦 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中3

   29.01

3  1:01.944/3 鳥取　愛斗 西条ＳＣ 中2

   29.42

4  1:02.853/4 塩見　頼生 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 中2

   29.38

5  1:03.484/7 東灘　空良 Ryuow 中1

   29.48

6  1:04.344/1 加藤　雄大 瀬戸内温泉 中1

   30.36

7  1:04.674/6 石坂　剛也 しまなみSC 中2

   29.34

8  1:05.503/5 安藤　央起 フィッタ新居浜 中1

   30.31

9  1:07.473/2 田中　文也 コミュニティ 中1

   31.21

10  1:08.703/8 菊山　智己 瀬戸内温泉 中2

   32.23

11  1:11.782/3 木村　勇太 瀬戸内温泉 中2

   34.09

棄権3/7 菊池　　輝 八幡浜ＳＣ 中2

棄権2/4 坪内　聰典 フィッタ松山 中1

棄権2/5 岡本　順成 フィッタ川江 中2

棄権2/6 大塚　一輝 五百木ＳＣ 中2

棄権3/6 内田堅太郎 フィッタ川江 中2

棄権1/4 渡邊　　駿 しまなみSC 中1

棄権5/6 津田　颯希 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中3
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17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

50m

1  1:01.494/4 北岡　玲男 ファイブテン 高2

   28.17

2  1:02.335/2 宮中　悠希 リー保内 高2

   28.27

棄権6/2 二宮龍之輔 MESSA 高2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

50m

1    56.846/5 大井　義之 フィッタ松山 高2

   26.93

2    57.246/3 廣川勇太郎 石原ＳＣ 高1

   26.49

3    57.316/6 久米　崇汰 八幡浜ＳＣ 高1

   26.80

4    57.546/7 山﨑　太陽 コミュニティ 高1

   26.64

5    59.826/8 谷山　　悠 リー保内 高1

   27.69

6  1:00.625/1 江﨑　隼人 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 高2

   28.28

7  1:01.025/5 島田　友希 フィッタ松山 中3

   29.14

8  1:01.225/3 清家　　宙 リー保内 中3

   28.71

9  1:01.934/5 清水康太郎 MESSA 高1

   28.97

10  1:03.984/2 渡邊　航星 南海ＤＣ 中3

   29.94

11  1:04.664/8 矢野　結都 瀬戸内温泉 中3

   30.65

12  1:05.163/3 松本　　琉 マコトSC双葉 高1

   30.34

13  1:08.956/4 重見　陸斗 フィッタ重信 中3

   31.62

14  1:11.942/2 村上　翔悟 石原ＳＣ 高1

   32.85

棄権5/4 小野　聖流 ｴﾘｴｰﾙSRT 高1

棄権5/8 藤田　陸斗 西条ＳＣ 中3
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