
種目別競技結果
競技No 5.女子   50m 平泳ぎ   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    39.557/6 大谷　心咲 フィッタ松山 小5

2    39.627/7 兵頭　まい 石原ＳＣ 小5

3    42.454/4 越智心桜莉 南海ＤＣ 小4

4    43.256/2 山田優里也 八幡浜ＳＣ 小4

5    44.125/5 西田　瑚雪 フィッタ松山 小3

6    45.285/8 天野　衣音 リー保内 小4

7    45.322/6 武嶋美里亜 八幡浜ＳＣ 小4

8    46.185/6 藤井　里歩 南海ＤＣ 小5

9    46.725/4 越智　紗英 フィッタ松山 小4

10    47.934/2 大西　未桜 リー保内 小3

11    47.973/6 濵田　瑠美 マコトSC双葉 小4

12    48.534/7 石川　葉月 西条ＳＣ 小4

13    50.034/1 太田　奏楽 石原ＳＣ 小5

14    50.162/4 吉田　真優 アズサ松山 小5

15    51.832/3 深川　花夏 ファイブテン 小2

16    52.282/5 澤井　結希 ファイブテン 小4

17    52.422/1 金房　心媛 石原ＳＣ 小3

18    52.631/5 弓立　結香 ファイブテン 小3

19    55.742/8 山﨑　心遥 アズサ松山 小3

20    55.971/4 忽那　風香 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

21    57.631/3 藤本　結香 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小3

棄権3/7 山下　優菜 八幡浜ＳＣ 小4

棄権3/8 河原　ゆき Z-UP 小4

棄権3/2 片山　晶子 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4
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棄権3/1 郷　　陽香 フィッタ川江 小5

棄権2/7 稲田　好香 コミュニティ 小3

棄権2/2 高橋　花笑 リー保内 小4

棄権6/5 内田　侑花 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    36.008/2 菅　　百花 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中1

2    37.598/1 岡本　未来 八幡浜ＳＣ 小6

3    39.217/1 宮中　彩希 リー保内 小6

4    39.316/4 勝木　心晴 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小5

5    39.447/8 森田　真矢 瀬戸内温泉 小6

6    39.458/7 清家　美羽 フィッタ松山 小6

7    39.617/2 豊田明歩実 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

8    42.806/1 福本　唯芽 ファイブテン 中1

9    43.025/2 石川　愛花 西条ＳＣ 小6

10    43.396/8 武嶋　愛鈴 八幡浜ＳＣ 小6

11    43.806/7 大澤　由芽 Ryuow 小6

12    45.695/7 二宮　悠梨 八幡浜ＳＣ 小6

13    45.734/6 三好美咲希 瀬戸内温泉 小6

14    45.875/1 柏田　萌菜 アズサ松山 小5

15    46.053/4 藤原　愛菜 マコトSC双葉 小5

16    46.903/5 西谷彩弥子 八幡浜ＳＣ 小6

17    47.414/8 朝雲　美弥 リー保内 小5

18    52.123/3 石井　柚姫 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予 小6

棄権4/3 土居　夢奈 MESSA 中1

棄権4/5 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    34.518/4 掛水　舞梨 五百木ＳＣ 中3

2    34.878/5 山内　萌加 西条ＳＣ 中2

3    35.018/3 別府　彩羽 マコトSC双葉 中2

4    37.937/5 藤田　涼花 リー保内 中2

5    39.147/4 長岡　一華 Ryuow 中3

6    39.498/8 上岡　由佳 Ryuow 中2

7    41.926/6 前田明日香 Ryuow 中1

8    42.037/3 樋口　澪唯 フィッタ松山 中2

棄権5/3 中田　愛菜 フィッタ川江 中2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    36.808/6 参川かえで フィッタ松山 中3

2    43.396/3 戸田　彩香 フィッタ重信 中3
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