
種目別競技結果
競技No 12.男子   50m 平泳ぎ   タイム決勝

2019年度ジ ュ ニ ア 選 抜 水 泳 競 技 大 会

無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    31.0411/3 宮中　悠希      リー保内        高3

2    31.1111/4 藤野　恵多      フィッタ重信    高2

3    31.9011/5 長谷部和輝     MG瀬戸内        中3

4    32.6711/2 神田　悠斗      南海ＤＣ        高1

5    33.1811/7 菊池　映吾      南海ＤＣ        高2

6    33.4711/8 白石　健人      南海朝生田      中2

7    34.0410/5 清水　瑛透      MESSA           中2

8    34.1510/6 上杉　晃平      八幡浜ＳＣ      中3

9    34.6510/4 中島　詢人      MESSAIM         中3

10    34.8710/3 中村　翔太      ＭＧ双葉        高1

11    35.6510/2 池田　大晟      五百木ＳＣ      中2

12    36.2210/1 寺尾　　大       フィッタ川江    中3

13    36.849/4 広瀬　秀悟      ﾌｨｯﾀ新居浜      中1

14    37.1410/7 荒木　颯斗      五百木ＳＣ      小6

15    37.2610/8 石山　千吏      アズサ松山      小6

16    37.469/2 石﨑　蒼真      南海ＤＣ        中1

17    38.108/5 大石　陵雅      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小5

18    38.169/5 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

19    38.429/1 上岡　唯人      MESSAIM         中1

20    38.659/7 篠原　正成      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

21    38.679/6 森田　碧音      五百木ＳＣ      中1

22    38.758/2 安藤　敦寛      ﾌｨｯﾀ新居浜      中1

23    38.778/3 越智　通康      コナミ松山      小6

24    38.979/8 永田　　空       南海ＤＣ        小5
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25    39.518/4 白澤　　航       ファイブテン    小6

26    40.429/3 中村　康太      アズサ松山      中2

27    40.538/7 窪田　天宙      えいしSC砥部    中1

28    41.197/3 中田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

29    41.268/1 井上　雄斗      Ryuow           小5

30    41.397/4 満汐　航士      アズサ松山      小5

31    41.695/3 向井　元脩      伊予ＳＣ        中1

32    41.828/8 伊藤龍太郎     ＭＧ双葉        小6

33    41.927/6 谷中　泰之      五百木ＳＣ      中1

34    42.236/8 金子　煌生      ﾌｨｯﾀ新居浜      小6

35    42.806/7 福岡　直汰      MESSA           中1

36    42.887/8 小笠原優希     五百木ＳＣ      小5

37    43.167/1 倉田　修心      ﾌｨｯﾀ新居浜      小6

38    43.717/5 金川　陽斗      Z-UP            中2

39    43.837/7 上岡　莉己      Ryuow           小4

40    43.856/1 渡邉　　悠       ＭＧ双葉        小6

41    44.106/3 池内　亮真      五百木ＳＣ      小5

42    44.586/4 岡部　拓音      伊予ＳＣ        中1

43    45.346/6 野村　慶汰      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

44    45.435/1 徳永　椋太      アズサ松山      小5

45    45.575/5 山本　隆成      石原ＳＣ        小6

46    45.775/4 大滝　陽平      ファイブテン    小5

47    45.956/2 兵頭　悠晟      コナミ松山      小5

48    46.317/2 河藤　健心      フィッタ重信    中1

49    46.936/5 奥村　　勝       フィッタ重信    中1

50    48.224/6 井関　浩雅      八幡浜ＳＣ      小5
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51    48.314/4 平田　優貴      フィッタ松山    小4

52    48.355/8 森田　尚斗      ﾌｨｯﾀ新居浜      小3

53    49.013/5 金田　莉東      ファイブテン    小3

54    49.563/3 高山　　翔       フィッタ松山    小3

55    49.624/5 大森　真慶      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

56    49.845/6 近藤　創太      コナミ松山      小4

57    49.864/7 宮崎　凌輔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

58    50.123/4 明比　琉斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

59    50.555/2 長野　愛斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

60    51.293/1 吉原　壮祐      ﾌｨｯﾀ新居浜      小4

61    52.003/6 今城　絆空      ファイブテン    小5

62    52.174/3 弓達　歩夢      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

63    52.185/7 牧野　源志      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

64    52.623/7 矢野　正宗      アズサ松山      小3

65    53.352/2 梅﨑　　煌       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

66    54.334/8 十亀　優哉      フィッタ重信    小3

67    55.323/8 近藤　壮徽      ファイブテン    小4

68    55.402/4 越智　悠斗      ファイブテン    小5

69    56.013/2 平田　佑斗      MESSAIM         小4

70    56.412/5 平田　克貴      フィッタ松山    小2

71    56.882/8 守谷　亮飛      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

72    56.951/4 隅田　和杜      ファイブテン    小2

73    57.082/6 小松　　蒼       伊予ＳＣ        小5

74    58.372/3 佐川　奏太      伊予ＳＣ        小5

75    59.501/6 山下　　陸       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小2

76  1:01.641/5 野坂　真大      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3
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77  1:03.171/8 玉井　豪大      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

78  1:03.222/1 山田　武蔵      ＭＧ双葉        小3

79  1:03.641/1 大滝　晃平      ファイブテン    小3

80  1:06.781/2 乗松　侑青      アズサ松山      小2

失格4/2 山田　朔久      フィッタ松山    小3

失格4/1 門田　陸翔      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

失格1/3 田野下　龍      西条ＳＣ        小3

失格2/7 渡部　歩夢      ＭＧ双葉        小3

失格1/7 吉川　蒼真      西条ＳＣ        小3

棄権11/6 重見　祐人      南海朝生田      高1

棄権11/1 眞矢大志朗     リー保内        中3

棄権8/6 石田　結大      南海ＤＣ        中1
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