
種目別競技結果
競技No 3.女子   50m 背泳ぎ   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    35.945/1 高山　結衣 フィッタ松山 小4

2    37.464/5 星田　京美 ファイブテン 小4

3    38.024/2 荒谷　結奏 フィッタ松山 小4

4    41.713/3 宇都宮由奈 リー保内 小4

5    41.853/5 菊地　希実 Ryuow 小3

6    42.493/2 清家そよ夏 八幡浜ＳＣ 小4

7    44.513/7 酒井　優衣 コミュニティ 小3

8    47.243/6 星山　心結 フィッタ松山 小3

9    47.462/5 深川　花夏 ファイブテン 小2

10    49.272/3 渡辺ひなた しまなみSC 小2

11    51.582/7 内藤　結華 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

12    51.741/3 向井　咲夏 ファイブテン 小1

13    53.081/4 清水　結生 リー保内 小3

14    54.721/5 山田　　媛 アズサ松山 小2

棄権3/8 青木　花音 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権2/2 窪田　千乃 八幡浜ＳＣ 小3

棄権2/4 佐藤　　葵 フィッタ川江 小5

棄権3/1 川上　　藍 西条ＳＣ 小3

棄権2/6 稲田　好香 コミュニティ 小3
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.177/1 芝　　怜菜 五百木ＳＣ 小6

2    34.465/3 池内　有彩 五百木ＳＣ 中1

3    35.096/6 大川　心暖 五百木ＳＣ 小6

4    35.425/5 井上日菜子 八幡浜ＳＣ 小6

5    37.455/8 窪田　美咲 フィッタ松山 小6

6    37.704/6 藤田　莉帆 コミュニティ 小5

7    41.183/4 西本めぐみ アズサ松山 小6

8    41.264/8 川村　樹杏 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小5

9    44.374/1 中矢　歩結 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小5

棄権4/4 清水　彩世 しまなみSC 小5

棄権5/2 窪田　明依 八幡浜ＳＣ 小6

棄権6/8 内田　花埜 フィッタ川江 中1

棄権4/7 立川　千紘 フィッタ松山 小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.157/5 芝　　咲菜 五百木ＳＣ 中2 大会新                        

2    31.177/6 田村　祐奈 ファイブテン 中2

3    31.956/4 桑村　希海 五百木ＳＣ 中2

4    32.307/8 冨山明央生 Ryuow 中3

5    33.106/5 渡邉　さや 五百木ＳＣ 中3

6    33.496/3 河井　　萌 五百木ＳＣ 中1

7    34.756/1 松本　弓愛 五百木ＳＣ 中1

8    34.925/6 太森　友菜 アズサ松山 中2

9    35.395/7 成城　美和 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中1

10    36.994/3 矢野　小桜 マコトSC双葉 中1

棄権5/4 戒能　未咲 アズサ松山 中3

17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.337/4 秀野　由光 五百木ＳＣ 高2

2    30.737/2 桑村　七海 五百木ＳＣ 高2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    30.077/7 秀野　亜耶 五百木ＳＣ 中3

2    35.016/7 寺坂　　栞 アズサ松山 高1

3    35.696/2 樋口　美羽 フィッタ松山 中3

棄権7/3 濱家　未来 南海ＤＣ 高1
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