
種目別競技結果
競技No 7.女子   50m バタフライ   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    33.025/7 吉田　千暁 フィッタ松山 小4

2    34.794/1 石口　佑奈 Ｂ＆Ｇ愛南 小5

3    36.783/2 伊須　彩葉 南海ＤＣ 小3

4    38.583/6 岡本　望愛 八幡浜ＳＣ 小4

5    39.272/5 乃万　美嘉 フィッタ松山 小3

6    39.832/3 中田　桃歌 リー保内 小4

7    40.383/8 木村　倖彩 フィッタ新居浜 小4

8    41.362/6 萩野　由菜 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小4

9    44.38 1/1 永田　実悠 アズサ松山 小3

10    44.45 1/4 日浅　由彩 マコトSC双葉 小3

11    44.752/2 黒田　　菫 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

12    45.48 1/6 二宮　花音 ファイブテン 小3

13    46.462/7 長井　　仁 南海ＤＣ 小3

14    47.81 1/3 原　　綾香 コミュニティ 小3

15    51.18 1/5 渡辺ひなた しまなみSC 小2

16    52.70 1/8 森實　乃愛 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小2

失格1/2 大竹　紗生 八幡浜ＳＣ 小3                               

棄権2/1 藤原　萌叶 ｴﾘｴｰﾙSRT 小4

棄権2/8 岡本　彩花 ｴﾘｴｰﾙSRT 小2

棄権1/7 細川　美海 ファイブテン 小3
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11～12歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    29.556/6 橋田　実和 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 小6

2    30.785/5 尾﨑　嘉音 コミュニティ 中1

3    31.866/1 西岡奈津樹 フィッタ松山 小6

4    32.135/6 上田　　凛 五百木ＳＣ 小6

5    32.225/4 安部向日葵 西条ＳＣ 中1

6    34.424/8 田坂　真唯 南海ＤＣ 小6

7    34.444/2 達川　夕愛 五百木ＳＣ 小6

8    34.624/6 鳥取　実結 西条ＳＣ 小6

9    34.813/4 井手　美来 瀬戸内温泉 中1

10    35.013/5 土井　柚月 Ryuow 中1

11    35.043/3 渡邊　心暖 Ryuow 小6

12    37.622/4 藤原　愛菜 マコトSC双葉 小5

13    38.873/7 松本　結奈 Ryuow 小5

棄権4/4 小西　麗愛 八幡浜ＳＣ 中1
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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.966/3 中村　美心 コミュニティ 中2

2    31.885/2 松本　香鈴 Ryuow 中2

3    32.414/5 坂本　蘭世 Ryuow 中1

4    34.424/7 山田　蒼依 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ 中2

5    39.143/1 兵頭　柚菜 リー保内 中2

棄権5/8 堀江　美祐 MESSA 中2

棄権4/3 森安　千夏 フィッタ川江 中1

17～18歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    27.726/4 平田　美幸 八幡浜ＳＣ 高2

棄権6/7 大塚　美音 コミュニティ 高2

15～16歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    28.936/5 中岡亜依香 八幡浜ＳＣ 中3

2    31.785/3 松本　麻衣 Ryuow 高1

3    34.505/1 佐藤　友香 石原ＳＣ 高2

棄権6/8 尾﨑　綾音 コミュニティ 高1

棄権6/2 菊地　華乃 アズサ松山 高2
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