
種目別競技結果
競技No 4.男子   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    36.044/7 兵頭虎太朗 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4

2    37.484/5 近藤　優大 アズサ松山 小5

3    37.865/7 渡部　隼斗 フィッタ新居浜 小5

4    38.195/2 辻田　裕真 フィッタ松山 小4

5    38.865/8 忽那　海音 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4

6    40.583/6 三宅　裕貴 西条ＳＣ 小4

7    41.063/5 田井　雄斗 南海ＤＣ 小4

8    41.873/7 髙橋　昂大 南海ＤＣ 小4

9    42.422/6 森田　蒼琉 ファイブテン 小3

10    42.653/2 伊藤　絢彪 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小4

11    42.802/4 八重川　輝 フィッタ松山 小3

12    44.132/5 三島　弘義 フィッタ松山 小3

13    44.522/7 大森　真慶 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

14    46.352/2 向井　蒼空 ファイブテン 小3

15    46.991/4 谷　　宗賢 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

16    48.541/5 山本　隆成 石原ＳＣ 小5

17    50.961/6 神野　叶羽 南海ＤＣ 小3

18    51.031/2 牧野　源志 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

19    57.721/1 近藤　慶大 アズサ松山 小1

棄権2/3 越智　郁斗 Z-UP 小4

棄権2/8 坂本　結星 八幡浜ＳＣ 小5

棄権2/1 野村　慶汰 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権1/7 岸田　泰明 ｴﾘｴｰﾙSRT 小1

棄権1/3 真鍋　瑛太 フィッタ新居浜 小5
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棄権4/6 中田　陸翔 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権4/8 角川　琉斗 ｴﾘｴｰﾙSRT 小5

11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    32.446/5 平野　　資 フィッタ松山 小6

2    34.376/8 松浦　海翔 マコトSC双葉 小6

3    34.625/5 加地　優那 フィッタ重信 中1

4    34.816/2 大野孝太郎 南海ＤＣ 小6

5    35.255/3 井上　叶登 五百木ＳＣ 中1

6    35.985/4 伊藤　遼人 フィッタ重信 中1

7    36.163/4 細谷　孝正 リー保内 中1

8    37.175/6 岡﨑　一彗 フィッタ松山 小6

9    37.644/2 植田　　睦 アズサ松山 小6

10    37.945/1 日淺琥太朗 しまなみSC 小6

11    40.943/3 是澤　祥太 コミュニティ 小5

12    43.043/1 森田　碧星 ファイブテン 小5

棄権3/8 松良　宗昭 八幡浜ＳＣ 小6

棄権4/1 二宮蒼志郎 八幡浜ＳＣ 小5

棄権4/4 大西　敦也 コミュニティ 小6
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.90 7/3 窪田　雄斗 フィッタ松山 中2

2    30.51 7/8 瀬戸　蒼陽 五百木ＳＣ 中1

3    31.47 7/1 世良　智希 瀬戸内温泉 中2

4    31.616/3 大石　陸斗 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中2

5    31.976/6 岡田　凌聖 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 中3

6    33.276/7 山﨑　奏悠 フィッタ重信 中2

7    33.876/1 永野　隼翔 五百木ＳＣ 中1

8    36.634/3 上岡　碧斗 MESSA 中2

17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.28 7/4 大内　一晟 石原ＳＣ 高3

棄権7/2 山口　尚秀 Z-UP 高3

棄権6/4 仙波　　拓 MESSA 高2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.71 7/5 高岡　大陸 五百木ＳＣ 高1

2    29.58 7/6 市原　舜鷹 南海ＤＣ 高1

3    32.31 7/7 佐藤　　航 ファイブテン 中3
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