
種目別競技結果
競技No 2.男子   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    30.9714/7 佐藤凛汰朗 マコトSC双葉 小4

2    32.2113/1 塩出　大剛 西条ＳＣ 小4

3    33.57 11/7 山田　睦己 マコトSC双葉 小4

4    33.949/3 谷口　蓮次 リー保内 小5

5    34.048/5 山内　奏人 マコトSC双葉 小4

6    35.027/7 八重川　輝 フィッタ松山 小3

7    35.778/7 藤原　大智 ファイブテン 小5

8    36.017/3 井関　浩雅 八幡浜ＳＣ 小4

9    36.288/6 大森　真慶 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

10    36.477/1 山内　真彰 フィッタ重信 小5

11    37.115/2 松岡　　遼 アズサ松山 小4

12    37.766/5 三島　弘義 フィッタ松山 小3

13    37.926/3 大滝　陽平 ファイブテン 小4

14    38.244/2 山内　大和 マコトSC双葉 小1

15    38.615/3 山本　隆成 石原ＳＣ 小5

16    38.674/5 小林　蒼涼 瀬戸内温泉 小3

17    38.852/3 竹本　大輝 Ryuow 小3

18    38.866/1 弓達　歩夢 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

19    39.304/4 谷　　宗賢 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

20    39.771/4 水野　蒼真 ファイブテン 小4

21    39.846/8 上岡　莉己 Ryuow 小3

22    40.073/3 明比　琉斗 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

23    40.511/5 宇都宮　旬 コミュニティ 小3

24    40.645/6 塩出　心剛 西条ＳＣ 小2
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25    40.712/4 神野　叶羽 南海ＤＣ 小3

26    40.872/8 中野　元太 Ryuow 小4

27    41.063/7 今城　絆空 ファイブテン 小4

28    41.352/5 森田　尚斗 フィッタ新居浜 小2

29    44.152/1 平田　優貴 フィッタ松山 小3

30    45.331/3 牧野　源志 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

31    46.531/2 近藤　慶大 アズサ松山 小1

32    46.871/6 矢野　正宗 アズサ松山 小2

33    49.061/7 隅田　和杜 ファイブテン 小1

棄権4/3 坂本　結星 八幡浜ＳＣ 小5

棄権4/6 山内　悠人 フィッタ新居浜 小3

棄権5/5 大谷　星悟 八幡浜ＳＣ 小4

棄権10/8 北條　陽天 Z-UP 小5

棄権4/8 後藤　謙斗 フィッタ新居浜 小3

棄権4/1 野村　慶汰 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権5/4 土居　蒼空 MESSA 小3

棄権3/4 安藤　諒人 フィッタ新居浜 小5

棄権5/7 菊池　　希 八幡浜ＳＣ 小4

棄権6/2 南　　颯真 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権2/6 畔地　俊輔 コミュニティ 小3

棄権2/7 門田　陸翔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権6/7 山之内僚汰 Z-UP 小5

棄権3/1 宮崎　凌輔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権9/6 角川　琉斗 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

棄権3/2 阿河　寛斉 西条ＳＣ 小4

棄権3/8 岸田　泰明 ｴﾘｴｰﾙSRT 小1
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棄権3/6 真鍋　瑛太 フィッタ新居浜 小5

棄権4/7 赤野　文彦 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

棄権13/6 久保翔太郎 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権3/5 望月　創史 西条ＳＣ 小2

棄権8/3 山口　右京 ファイブテン 小5
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.7618/8 北原　大裕 フィッタ重信 中1

2    28.8215/6 福本　歩夢 Ryuow 中1

3    29.3718/4 島田　　希 フィッタ松山 小6

4    29.54 16/2 福田　英寿 ファイブテン 小6

5    29.57 16/6 西岡　颯大 南海ＤＣ 小6

6    29.7315/3 中野　元道 Ryuow 中1

7    30.0115/4 森田　淳夢 フィッタ新居浜 小5

8    30.1314/6 宮内　翔正 フィッタ重信 中1

9    30.16 12/6 細谷　孝正 リー保内 中1

10    30.9114/1 浦川　明日 フィッタ新居浜 小6

11    31.4013/4 山﨑　創太 アズサ松山 小5

12    31.4513/5 八木　一真 マコトSC双葉 小6

13    31.5314/5 松田　康生 アズサ松山 小6

14    31.5410/3 中戸　琉銀 瀬戸内温泉 中1

15    31.5810/2 大西　温士 MESSA 中1

16    31.9513/7 土居　陸翔 八幡浜ＳＣ 小5

17    32.10 12/5 長曽我部聖也 フィッタ重信 小6

17    32.10 12/3 立石　陽大 南海ＤＣ 小5

19    32.2510/4 村上　夏輝 フィッタ重信 小6

20    32.4210/5 大森　悠聖 フィッタ重信 小6

21    32.4713/8 谷　　琉成 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

22    33.01 11/1 松井　颯志 南海ＤＣ 小6

23    33.7410/1 竹葉　拓実 八幡浜ＳＣ 小6

24    33.79 12/8 宮内啓士郎 南海ＤＣ 小5                               
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25    34.6110/7 三瀬　優翔 アズサ松山 小5

26    35.458/2 保利　俊希 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

27    35.489/8 菊地真斐呂 MESSA 中1

28    35.509/1 鳥生　智貴 瀬戸内温泉 小6

29    36.845/1 大松廉太朗 フィッタ重信 小5

30    37.367/8 竹井　絢翔 リー保内 小5

31    37.567/2 田中　海舟 ファイブテン 小6

32    37.742/2 平岡　泰樹 瀬戸内温泉 小5

33    42.395/8 佐伯　実留 フィッタ重信 小5

棄権9/2 岩岡　昌佑 西条ＳＣ 小5

棄権8/8 森　　柊人 フィッタ新居浜 中1

棄権8/4 畔地　将志 コミュニティ 小6

棄権9/4 寺尾　匠正 フィッタ新居浜 小5

棄権7/6 岡本　悠希 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

棄権9/5 築山　楓太 フィッタ新居浜 中1

棄権7/5 渡邊　莉友 しまなみSC 小5

棄権7/4 倉田　修心 フィッタ新居浜 小5

棄権6/6 玉井　志希 アズサ松山 小5

棄権6/4 越智　史洋 アズサ松山 小6

棄権8/1 吉原　英慎 フィッタ新居浜 小6

棄権11/6 二宮蒼志郎 八幡浜ＳＣ 小5

棄権9/7 森井　温大 フィッタ川江 小6

棄権11/8 髙橋　波留 Z-UP 小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    24.9321/1 篠﨑　　翔 Ryuow 中2

2    25.6920/3 竹ノ内　悠 南海朝生田 中3

3    26.6619/6 田坂　優成 フィッタ松山 中2

4    26.8520/7 菊池　真弥 八幡浜ＳＣ 中2

5    27.0019/5 重松　春輝 フィッタ重信 中2

6    27.0318/7 明日　孝允 南海朝生田 中2

7    27.1920/8 大脊戸敬汰 マコトSC双葉 中2

8    27.2118/6 重見　祐人 南海朝生田 中3

9    27.2318/3 竹永　悠人 石原ＳＣ 中1

10    27.2419/7 竹井　優雅 リー保内 中2

11    27.2518/1 髙須賀壮太 南海朝生田 中2

12    27.4418/2 佐々木大弥 南海朝生田 中2

13    27.8417/4 呉石　智哉 リー保内 中2

14    28.5417/2 溝口　稜茉 瀬戸内温泉 中2

15    28.5717/6 立石　凌翔 南海ＤＣ 中2

16    28.5817/7 山田　　陣 南海朝生田 中2

17    28.6117/3 佐々木健成 八幡浜ＳＣ 中2

18    28.89 16/4 山中　順平 マコトSC双葉 中2

19    29.2314/4 大久保響義 コミュニティ 中1

20    29.2615/1 藤田　　翔 ファイブテン 中1

21    29.3014/8 永野　隼翔 五百木ＳＣ 中1

22    29.44 16/3 木村　勇太 瀬戸内温泉 中2

23    29.8014/3 小池蔵乃丞 アズサ松山 中1

24    30.1213/2 谷口　駿成 リー保内 中1
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25    30.5214/2 杉本　吏輝 コミュニティ 中1

26    30.68 16/1 林　　建作 アズサ松山 中1

27    31.32 12/4 土田　秋紀 マコトSC双葉 中2

28    31.59 11/3 上岡　碧斗 MESSA 中2

29    31.8910/6 山本　大成 アズサ松山 中1

30    33.49 11/4 塩﨑　汰輝 ファイブテン 中2

棄権15/5 宮﨑　良太 フィッタ川江 中2

棄権11/2 紙本　荘万 フィッタ新居浜 中2

棄権12/1 進藤　璃樹 フィッタ川江 中2

棄権11/5 後藤　伊織 フィッタ新居浜 中2

棄権12/7 松本　将汰 Z-UP 中1

棄権13/3 雨宮　優太 フィッタ新居浜 中1

棄権16/7 谷村　広樹 八幡浜ＳＣ 中1

棄権19/3 有田　羽瑠 コミュニティ 中3

棄権17/5 大西　陽也 コミュニティ 中2

棄権15/8 岡本　順成 フィッタ川江 中2

棄権17/8 内田堅太郎 フィッタ川江 中2

17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    24.4621/5 田口　彼威 南海朝生田 高2

2    24.8021/6 宮中　悠希 リー保内 高2

3    25.0921/7 桂　　瑠星 フィッタ松山 高2

4    25.5421/8 増田　頼人 南海朝生田 高2
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15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    24.3321/3 一色明日斗 石原ＳＣ 中3

2    25.0621/2 友澤　雅崇 石原ＳＣ 高2

3    25.1820/4 羽倉　浩起 マコトSC双葉 中3

4    26.0820/5 西原　快進 フィッタ重信 高1

5    26.5520/6 細川直央人 石原ＳＣ 高1

6    26.5820/1 石河　啓吾 瀬戸内温泉 中3

7    26.8817/1 世良　俊仁 瀬戸内温泉 高2

8    27.1419/2 山岡　利哉 五百木ＳＣ 高1

9    27.4119/1 木和田伊織 コミュニティ 中3

10    27.4318/5 二宮　那央 南海朝生田 高1

11    27.5115/2 松本　　琉 マコトSC双葉 高1

12    28.4415/7 村上　翔悟 石原ＳＣ 高1

13    29.32 16/8 重見　陸斗 フィッタ重信 中3

14    32.95 12/2 宇都宮要太 リー保内 中3

棄権20/2 白石　　海 ファイブテン 中3

棄権19/8 薬師寺佑貴 コミュニティ 中3

棄権19/4 間　　祐輔 Z-UP 中3

棄権16/5 陶山　亮太 南海ＤＣ 中3

棄権21/4 竹内　稜翔 ｴﾘｴｰﾙSRT 中3
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