
種目別競技結果
競技No 24.男子   50m バタフライ   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    26.3611/5 宮中　悠希      リー保内        高3

2    26.4411/4 久米　崇汰      八幡浜ＳＣ      高2

3    26.5411/2 大加田　凌      コミュニティ    中3

4    27.1111/7 江﨑　隼人      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 高3

5    27.4811/6 中尾　智也      AzuMax          高2

6    27.8311/8 石坂　剛也      しまなみSC      中3

7    28.1710/4 合田　壱星      伊予ＳＣ        中3

8    28.3310/5 重松　春輝      フィッタ重信    中3

9    28.7210/6 相原　永翔      伊予ＳＣ        中3

10    29.1110/8 金田　浩聖      ファイブテン    中1

11    29.1510/7 森田　淳夢      ﾌｨｯﾀ新居浜      小6

12    29.4210/2 大西　勇輝      コナミ松山      中3

13    29.509/4 岡本　順成      フィッタ川江    中3

14    30.4810/1 内田　圭祐      ｴﾘｴｰﾙSRT       中2

15    30.599/5 藤田　颯斗      西条ＳＣ        中2

16    31.159/8 三ツ井歩夢     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 中1

17    31.199/1 山内　康輔      競泳塾Again     中2

18    31.568/5 村田　　楓       コナミ松山      小6

19    31.648/4 谷口　駿成      リー保内        中2

20    31.659/3 真鍋　千賢      ﾌｨｯﾀ新居浜      小6

21    31.739/6 兵頭虎太朗     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小5

22    32.149/7 宮内　翔正      フィッタ重信    中2

23    32.189/2 小原　知也      リー保内        中1

24    32.327/4 伊達　雄哉      南海ＤＣ        中2
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25    32.338/2 渡邊　　駿       しまなみSC      中2

25    32.338/7 久保翔太郎     ｴﾘｴｰﾙSRT       小5

27    33.187/6 野中　康作      フィッタ重信    中1

28    33.587/5 寺尾　匠正      ﾌｨｯﾀ新居浜      小6

29    33.658/6 原田　海輝      伊予ＳＣ        中3

29    33.657/3 立石　陽大      南海ＤＣ        小6

31    34.208/8 松本　将汰      Z-UP            中2

32    34.308/3 忽那　海音      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小5

33    34.387/7 伊藤　夏樹      ﾌｨｯﾀ新居浜      小4

34    34.838/1 鶴岡　海斗      アズサ松山      中1

35    35.147/1 石山　千吏      アズサ松山      小6

36    35.546/5 宇佐美弥市     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4

37    35.596/2 大門　伊吹      南海ＤＣ        中2

38    35.986/6 山田　睦己      ＭＧ双葉        小5

39    36.117/8 玉井　淳規      リー保内        小5

40    36.665/1 三瀬　優翔      アズサ松山      小6

41    36.846/7 白石　迅志      伊予ＳＣ        中2

42    37.097/2 大松廉太朗     フィッタ重信    小6

43    37.296/8 山内　奏人      ＭＧ双葉        小5

44    37.956/3 二宮蒼志郎     八幡浜ＳＣ      小6

45    38.435/5 山内　大和      ＭＧ双葉        小2

46    38.664/4 井上　加一      MESSA           小6

47    39.965/3 長野　愛斗      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小4

48    40.073/7 渡邊　晃汰      しまなみSC      小6

49    40.206/1 井上　幹雄      Ryuow           小4

50    40.455/6 南　　颯真       ｴﾘｴｰﾙSRT       小5
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51    40.554/5 竹本　大輝      Ryuow           小4

52    40.895/7 坂本　龍哉      フィッタ重信    小4

53    41.085/4 松岡　　遼       アズサ松山      小5

54    41.423/3 尾﨑　建太      ＭＧ双葉        小5

55    41.745/2 田中　稔也      Z-UP            小5

56    42.224/6 小笠原優希     五百木ＳＣ      小5

57    42.644/1 赤野　文彦      ｴﾘｴｰﾙSRT       小6

58    43.284/7 宮中　海翔      MESSA           小6

59    43.544/2 横山太生斗     フィッタ重信    小3

60    43.623/4 宮岡　汰知      Ryuow           小5

61    43.663/1 前田　湊仁      フィッタ松山    小4

62    44.305/8 坂本　結星      八幡浜ＳＣ      小6

63    44.563/2 渡辺　桃知      フィッタ川江    小3

64    44.574/3 金田　莉東      ファイブテン    小3

65    45.053/5 近藤　由都      ファイブテン    小2

66    45.104/8 中野　元太      Ryuow           小5

67    46.063/6 土居　蒼空      MESSA           小4

68    46.40 2/4 牧野　源志      ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小3

69    46.433/8 脇　　章人       ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

70    46.60 2/5 濱田　　基       西条ＳＣ        小3

71    48.60 2/3 隅田　和杜      ファイブテン    小2

72    49.27 1/5 赤野　弘幸      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3

73    51.51 2/7 近藤　慶大      アズサ松山      小2

74    51.73 2/6 山口　珠璃      ファイブテン    小4

75    52.09 1/3 越智　裕惺      ＭＧ双葉        小2

76    58.59 1/4 岡田　英明      えいしSC砥部    小3                               
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失格2/2 白石　謙心      西条ＳＣ        小3                               

棄権10/3 呉石　智哉      リー保内        中3

棄権6/4 岡﨑　一彗      フィッタ松山    中1

棄権11/1 平野　　暖       フィッタ松山    大1

棄権11/3 梶田　尚輝      コナミ松山      高2
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