
種目別競技結果
競技No 19.女子   50m 背泳ぎ   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    30.079/4 芝　　怜菜       五百木ＳＣ      中1

2    31.859/3 藤田　悠生      AzuMax          中3

3    33.268/4 戒能　未咲      アズサ松山      高1

4    33.289/6 上野　琉依      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 中1

5    33.579/8 内田　花埜      フィッタ川江    中2

6    34.329/1 寺坂　　栞       アズサ松山      高2

7    34.419/2 太森　友菜      アズサ松山      中3

8    36.708/3 秀野　　葵       五百木ＳＣ      小4

9    36.948/2 吉田　千暁      えいしSC北条    小5

10    37.128/6 高橋　杏実      ファイブテン    小6

11    37.758/5 細川さくら      伊予ＳＣ        中1

12    38.028/1 立川　千紘      フィッタ松山    中1

13    38.258/8 内田　侑花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

14    38.708/7 佐藤　　葵       フィッタ川江    小6

15    39.217/6 加地　優茉      フィッタ重信    小6

16    39.307/4 川村　樹杏      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小6

17    39.657/3 黒田　心春      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小6

18    39.667/2 菊地　希実      Ryuow           小4

19    39.887/7 青木　花音      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

20    40.006/4 阿河　遥香      西条ＳＣ        小6

21    40.137/8 杉本　奈月      ＭＧ双葉        小4

22    40.636/5 宇都宮由奈     リー保内        小5

23    40.896/7 阿部　天香      アズサ松山      小5

24    41.856/8 日浅　由彩      ＭＧ双葉        小4
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25    41.936/6 二宮　花音      ファイブテン    小4

26    42.316/1 萩野　由菜      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小5

27    42.416/3 木村　倖彩      ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

28    43.395/2 日淺　　華       しまなみSC      小4

29    43.867/1 山内　夢梛      コナミ松山      小6

30    44.335/3 深川　花夏      ファイブテン    小3

31    44.455/1 越智　　葵       しまなみSC      小4

32    44.554/3 石川　　葵       フィッタ松山    小3

33    45.325/6 内藤　結華      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

34    45.744/4 森實　乃愛      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

35    46.604/1 二宮　彩瑛      西条ＳＣ        小5

36    46.854/8 植田　菜南      アズサ松山      小4

37    47.447/5 石貫　愛華      競泳塾Again     高1

38    47.465/4 黒田　　菫       ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

39    47.813/1 竹林　優貴      八幡浜ＳＣ      小3

40    47.844/2 向井　咲夏      ファイブテン    小2

41    48.005/8 谷本いづみ     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3

42    48.015/7 片岡　咲貴      ファイブテン    小4

43    48.263/5 川上　　藍       西条ＳＣ        小4

44    50.034/7 清水　結生      リー保内        小4

45    50.173/6 三宅　玲奈      西条ＳＣ        小2

46    50.493/7 木村さくら      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小2

47    51.003/2 今井　楓乃      ファイブテン    小4

48    51.44 2/5 渡邊　杏奈      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

49    51.524/5 杉森　加歩      ファイブテン    小6

50    51.703/8 田中　彩央      ＭＧ双葉        小3
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51    53.673/4 浦辻　弥琴      競泳塾Again     小4

52    53.94 2/7 山内　美音      西条ＳＣ        小2

53    54.04 2/6 脇　　栞那       ｴﾘｴｰﾙSRT       小2                               

54    55.58 1/3 釣本日都子     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4                               

55    56.80 2/2 江戸　絆夏      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

56  1:01.64 1/5 金田明泉玖     ファイブテン    小1                               

57  1:03.79 1/4 小池　真生      西条ＳＣ        小2

58  1:05.24 2/1 丸内里衣菜     西条ＳＣ        小2

59  1:05.67 2/4 長井綺良々     ＭＧ双葉        小3                               

60  1:07.23 2/3 浦辻　弥織      競泳塾Again     小2

棄権9/5 赤松　舞音      コミュニティ    高2

棄権5/5 上田　　花       コナミ松山      小4

棄権6/2 清家そよ夏     八幡浜ＳＣ      小5

棄権9/7 渡邉帆乃夏     コナミ松山      高1

棄権4/6 田中紗百合     MESSA           小4

棄権3/3 井上　七海      八幡浜ＳＣ      小4
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