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   49.36

鷹羽　美玖 フィッタ松山    小学1                         

                                                

                           49.35 

坂下　梨紗 ｴﾘｴｰﾙSRT        小学2

   49.28 

古川　夏妃 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学2                         

                                                

                           49.08 

吉井　咲愛 フィッタ松山    小学2

   48.85 

酒井　結衣 五百木ＳＣ      小学2                         

                                                

                           48.19

藤本　彩里 南海ＤＣ        小学3

   47.69 

渡邊　柚希 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学3                         

                                                

                           47.23

伊藤　千愛 五百木ＳＣ      小学2

   45.95

大石　千尋 フィッタ重信    小学2                         

                                                

                           45.85

秀野　　光 五百木ＳＣ      小学2

   45.68

小田　花純 フィッタ重信    小学3                         

                                                

                           44.92

池内　杏実 五百木ＳＣ      小学3

   44.85

芳野　結花 南海ＤＣ        小学4                         

                                                

                           44.13

兵頭　杏南 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学2

   43.40

松本　莉巳 五百木ＳＣ      小学3                         

                                                

                           42.77

小糸　凛子 フィッタ重信    小学4

   42.66

金田明泉玖 ファイブテン    小学2                         

                                                

                           42.49

加藤　愛理 五百木ＳＣ      小学2

   41.87

村上　　葵 五百木ＳＣ      小学5                         

                                                

                           41.79

永井　陽菜 ファイブテン    小学3

   41.17

塚本　理華 フィッタ松山    小学2                         

                                                

                           41.03

薬師寺利帆 えいしSC砥部    小学5

   40.77

髙橋　佐和 フィッタ松山    小学3                         

                                                

                           40.72

渡邊　杏奈 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学4

   40.54

木村さくら ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学3                         

                                                

                           39.34

脇　　栞那 ｴﾘｴｰﾙSRT        小学3

   39.21

二宮　彩瑛 西条ＳＣ        小学6                         

                                                

                           39.10

小笠原美帆 五百木ＳＣ      小学4

   39.07

深川　花夏 ファイブテン    小学4                         

                                                

                           38.69

越智　咲月 コナミ松山      小学4

   38.32

大政　凛桜 えいしSC砥部    小学5                         

                                                

                           37.88 

竹林　優貴 八幡浜ＳＣ      小学4

   37.45                               

日淺　　華 AST             小学5                         

                                                

                           37.37 

河井　美優 五百木ＳＣ      小学6

   37.26 

忽那　風香 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学4                         

                                                

                           37.24 

森　　　優 ファイブテン    小学3

   36.84

杉本　奈月 ＭＧ双葉        小学5                         

                                                

                           36.20

萩野　由菜 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学6

   36.19

星山　心結 フィッタ松山    小学5                         

                                                

                           36.10 

青木　花音 ｴﾘｴｰﾙSRT        小学4

   35.69

阿部　天香 アズサ松山      小学6                         

                                                

                           34.27

二宮　花音 ファイブテン    小学5

   34.24

菊地　希実 Ryuow           小学5                         

                                                

                           33.90

中岡　果音 五百木ＳＣ      小学6

   33.52

秀野　　葵 五百木ＳＣ      小学5                         

                                                

                           33.28

田村　　菫 五百木ＳＣ      小学6

   33.02

伊須　彩葉 南海ＤＣ        小学5                         

                                                

                           32.36

星田　京美 ファイブテン    小学6

   32.06

高山　結衣 えいしSC北条    小学6                         

                                                

競　　技　　結　　果
競技No. 5 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

時間

桑村　叶海 五百木ＳＣ      小学6

名前 所属 学年

愛媛県スイミングクラブ協会秋季記録会 アクアパレットまつやま
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棄権

                        

棄権

荒谷　結奏 フィッタ松山    小学6

棄権

石川　　葵 フィッタ松山    小学4

棄権

渡部　花音 フィッタ松山    小学2

   52.32                               

野坂　咲楽 ｴﾘｴｰﾙSRT        小学2

                                                

                           51.56 

武智　咲來 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前 小学3

   51.05 

阪田　心結 五百木ＳＣ      小学2                         

                                                

                           50.81 

牧野　史季 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学2

   50.28                               

田中　伶奈 フィッタ重信    小学2                         

                                                

時間

中矢　紫媛 五百木ＳＣ      小学1

名前 所属 学年

愛媛県スイミングクラブ協会秋季記録会

競　　技　　結　　果
競技No. 5 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

アクアパレットまつやま


