
種目別競技結果
競技No 1.女子   50m 自由形   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    30.8713/5 吉田　千暁 フィッタ松山 小4

2    31.0013/8 田丸　一花 フィッタ重信 小5

3    31.3612/5 文田　愛心 瀬戸内温泉 小5

4    31.3912/8 石村　思穏 八幡浜ＳＣ 小5

5    32.7911/2 濱　さくら フィッタ松山 小4

6    33.1811/3 石口　佑奈 Ｂ＆Ｇ愛南 小5

7    34.2610/1 中村　美咲 コミュニティ 小5

8    34.987/4 岡本　望愛 八幡浜ＳＣ 小4

9    35.146/2 永田　実悠 アズサ松山 小3

10    35.288/4 西田　瑚雪 フィッタ松山 小3

11    35.417/2 武嶋美里亜 八幡浜ＳＣ 小4

12    35.808/8 門岡　春花 マコトSC双葉 小5

13    35.919/5 越智　紗英 フィッタ松山 小4

14    36.188/6 加地　優茉 フィッタ重信 小5

15    36.468/1 萩野　由菜 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4

16    37.226/5 石川　葉月 西条ＳＣ 小4

17    37.474/5 二宮　花音 ファイブテン 小3

18    37.735/4 阿部　天香 アズサ松山 小4

19    38.198/5 田口　幸奈 南海ＤＣ 小4

20    38.644/8 酒井　優衣 コミュニティ 小3

21    38.785/1 長井凜々花 マコトSC双葉 小4

22    38.834/4 日浅　由彩 マコトSC双葉 小3

23    38.945/8 岡田ひなた Ryuow 小3

24    39.004/2 吉田　真優 アズサ松山 小5
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25    39.385/2 菊地　希実 Ryuow 小3

26    39.672/2 大野　結菜 フィッタ松山 小3

27    39.774/7 太田　奏楽 石原ＳＣ 小5

28    39.885/5 星山　心結 フィッタ松山 小3

28    39.883/8 日野　心愛 MESSA 小5

30    39.934/6 澤井　結希 ファイブテン 小4

31    40.162/5 菊川　來夢 アズサ松山 小4

32    40.414/3 黒田　　菫 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

33    40.773/7 大竹　紗生 八幡浜ＳＣ 小3

34    40.807/7 長井　　仁 南海ＤＣ 小3

35    40.831/5 植田　菜南 アズサ松山 小3

36    41.193/1 清水　結生 リー保内 小3

37    42.453/3 井手　智未 アズサ松山 小3

38    42.563/4 原　　綾香 コミュニティ 小3

39    42.602/1 田中　希空 Ryuow 小3

40    43.142/7 石川　　葵 フィッタ松山 小2

41    43.451/3 山﨑　心遥 アズサ松山 小3

42    43.822/3 忽那　風香 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

43    43.931/1 藤本　結香 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

44    43.942/8 越智　　葵 しまなみSC 小3

45    44.321/8 弓立　結香 ファイブテン 小3

46    44.661/2 内藤　結華 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

47    45.981/7 山田　　媛 アズサ松山 小2

48    46.261/6 森實　乃愛 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

棄権5/7 郷　　陽香 フィッタ川江 小5

棄権1/4 高橋　花笑 リー保内 小4

Seiko Swimming Results System powered by Swim　Team　EHIME2/7 ページ



種目別競技結果
競技No 1.女子   50m 自由形   タイム決勝

第７回愛媛県ＳＣ協会(ESCA)短水路水泳競技大会

棄権3/6 岡本　彩花 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権3/5 細川　美海 ファイブテン 小3

棄権3/2 窪田　千乃 八幡浜ＳＣ 小3

棄権5/6 山下　優菜 八幡浜ＳＣ 小4

棄権10/6 小椋　萌可 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権6/4 青木　花音 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権9/6 森實　真江 フィッタ川江 小5

棄権6/8 片山　晶子 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権2/4 河原　ゆき Z-UP 小4

棄権4/1 川上　　藍 西条ＳＣ 小3

棄権6/6 森　　天乃 Z-UP 小4

棄権10/8 山内　香音 西条ＳＣ 小5

棄権2/6 田中紗百合 MESSA 小3

棄権7/1 藤原　萌叶 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.4216/5 西岡　泉美 南海ＤＣ 小6

2    29.3816/7 尾﨑　嘉音 コミュニティ 中1

3    29.5916/6 水田結依子 マコトSC双葉 小6

4    29.8415/3 髙田　夏帆 マコトSC双葉 小5

5    29.9115/4 越智　桃乃 南海朝生田 中1

6    30.4714/3 釘宮　遥花 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

7    30.5915/7 藤岡　　凛 フィッタ松山 中1

8    31.0213/7 中野　瑞菜 アズサ松山 中1

9    31.1913/2 三島　綾乃 フィッタ松山 小6

10    31.2512/2 宝本　和花 コミュニティ 小6

11    31.2814/5 三野　朱音 南海ＤＣ 小6

12    31.6712/4 荒木　美紅 五百木ＳＣ 中1

13    32.1111/7 達川　夕愛 五百木ＳＣ 小6

14    32.5010/5 松本　梨音 五百木ＳＣ 中1

15    32.5212/1 大西　紗羅 リー保内 小5

16    32.8411/8 高橋　杏実 ファイブテン 小5

17    33.0210/4 高橋　瑞季 石原ＳＣ 小6

18    33.0711/1 藤田　麻未 AzuMax 小6

18    33.0711/5 浅木あすか 西条ＳＣ 中1

20    33.2811/6 黒田　心春 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小5

21    33.449/7 武嶋　愛鈴 八幡浜ＳＣ 小6

22    33.979/3 西本めぐみ アズサ松山 小6

23    34.1210/2 中矢　歩結 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小5

24    35.688/7 山内　悠莉 フィッタ重信 中1
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25    35.818/2 三好美咲希 瀬戸内温泉 小6

26    36.357/8 西森　実咲 フィッタ重信 小5

27    37.247/6 二宮　悠梨 八幡浜ＳＣ 小6

28    37.416/7 松本　結奈 Ryuow 小5

29    37.486/1 今井ほのか MESSA 小6

30    37.996/3 柏田　萌菜 アズサ松山 小5

棄権13/3 石井　　和 八幡浜ＳＣ 小6

棄権13/6 大竹　殊生 八幡浜ＳＣ 小6

棄権13/1 図子　　葵 西条ＳＣ 小6

棄権9/4 尾嵜　月渚 西条ＳＣ 小6

棄権10/7 長野　愛椛 フィッタ川江 中1

棄権10/3 秋山　清香 西条ＳＣ 小6

棄権7/3 土居　夢奈 MESSA 中1

棄権5/3 西山　和花 フィッタ川江 小5

棄権7/5 石村　華暖 八幡浜ＳＣ 小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.1017/2 戎　　真花 コミュニティ 中1

2    27.9217/7 前田　唯菜 コミュニティ 中1

3    29.3116/4 矢狭　萌梨 コミュニティ 中2

4    29.4316/3 沼野佑未華 五百木ＳＣ 中2

5    29.6716/2 二神　麻央 五百木ＳＣ 中1

6    29.7715/6 戎森かんな フィッタ松山 中1

7    29.7815/1 土井　七海 Ryuow 中2

8    29.8415/8 山本　彩寧 マコトSC双葉 中2

9    29.8815/2 山中　紗和 リー保内 中1

10    30.0814/1 井上　幸乃 南海朝生田 中2

11    30.9014/4 山本　　明 石原ＳＣ 中2

12    31.5712/3 永井　沙耶 南海朝生田 中2

13    32.2912/7 角田　　歩 マコトSC双葉 中3

棄権11/4 二宮　清香 八幡浜ＳＣ 中1

棄権15/5 堀江　美祐 MESSA 中2

棄権9/1 中田　愛菜 フィッタ川江 中2

棄権8/3 越智ほのか ファイブテン 中2

棄権9/8 井上　琴葉 コミュニティ 中1

棄権9/2 武田　沙耶 MESSA 中2
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17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.5417/4 菅原　千博 アズサ松山 高2 大会新                        

2    27.0617/5 岩間　薫乃 南海ＤＣ 高3

3    27.5317/3 三好　温子 八幡浜ＳＣ 高2

4    31.0114/8 稲瀬　歩夢 八幡浜ＳＣ 高2

5    31.1014/6 山田紗也華 八幡浜ＳＣ 高2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.0817/6 泉　　遥叶 八幡浜ＳＣ 高1

2    27.7417/1 岡本　美里 五百木ＳＣ 中3

3    28.7517/8 兵頭　里美 フィッタ松山 高2

4    29.7316/1 橋田　七海 マコトSC双葉 中3

5    31.2114/2 佐藤　友香 石原ＳＣ 高2

6    31.3012/6 川原　　葵 フィッタ重信 高1

7    31.3614/7 廣井　優花 八幡浜ＳＣ 高1

8    31.6113/4 松本　明紗 アズサ松山 中3

棄権16/8 浅海　明里 Ｂ＆Ｇ愛南 高1
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