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名前 所属 学年 タイム

愛媛マスターズ記録会

アクアパレットまつやま（松山中央公園）

競　　技　　結　　果

競技No. 1 無差別女子   25m 自由形 タイム決勝

   18.26

門脇　信子 愛媛マスター 一般    18.81

深水　早苗 コナミ松山 一般

   15.69

宮内さよ子 愛媛マスター 一般    16.88

須田　舞美 アズサ松山 一般

競技No. 2 無差別男子   25m 自由形 タイム決勝

   20.50

青木　栄子 愛媛マスター 一般 棄権

門田　麻枝 愛媛マスター 一般

棄権

戸田　賢二 フィッタ重信 一般 棄権

塩見　正人 アクトス松山 一般

名前 所属 学年 タイム

名前 所属 学年 タイム

競技No. 3 無差別男子   25m バタフライ タイム決勝

   49.99                               

宮内　隆光 コナミ松山 一般 棄権

北屋根達郎 フィッタ松山 一般

タイム

後藤美智子 愛媛マスター 一般    23.05

名前 所属 学年

競技No. 4 無差別女子   25m 背泳ぎ タイム決勝

名前 所属 学年 タイム

競技No. 5 無差別女子  100m 個人メドレー タイム決勝

 1:20.61下田　美紀 AzuMax 一般
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名前 所属 学年 タイム

愛媛マスターズ記録会

アクアパレットまつやま（松山中央公園）

競　　技　　結　　果

競技No. 6 無差別男子  100m 個人メドレー タイム決勝

 1:33.28

濵部荘四郎 ファミーユ 一般  1:38.93

佐々木嘉彦 フィッタ松山 一般

 1:10.75

水野　  知 フィッタ松前 一般  1:22.91

髙市　祐貴 アクトス松山 一般

名前 所属 学年 タイム

競技No. 7 無差別女子   50m 自由形 タイム決勝

   41.11千崎　真弓 フィッタ松前 一般

   35.68

小椋　明美 ファミーユ 一般    38.17

澤井　誠子 フィッタ松前 一般

タイム

村上　寛太 アズサ松山 一般    26.21

名前 所属 学年

競技No. 8 無差別男子   50m 自由形 タイム決勝

   28.81

徳増　拓也 アクトス松山 一般    30.69

髙石　智也 フィッタ松前 一般

   27.68

森　  哲也 コナミ松山 一般    28.46

小原　伸隆 赤射蒸着 一般

   32.60

流水　元気 フィッタ松山 一般    35.69

齊藤　典孝 フィッタ松山 一般

   32.10

髙須賀　淳 フィッタ重信 一般    32.42

熊谷    治 フィッタ松山 一般

競技No. 9 無差別女子   50m バタフライ タイム決勝

   41.81

戒能　幸男 フィッタ重信 一般    52.52

三好　隆之 フィッタ重信 一般

   29.70

中村　千紗 アズサ松山 一般    33.30

菊地　華乃 アズサ松山 一般

名前 所属 学年 タイム

   38.63
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中田　沙織 フィッタ松山 一般

   34.33

只信ルミ子 フィッタ松山 一般    34.53

菊地　美桜 アズサ松山 一般
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名前 所属 学年 タイム

愛媛マスターズ記録会

アクアパレットまつやま（松山中央公園）

競　　技　　結　　果

競技No. 10 無差別女子   50m 平泳ぎ タイム決勝

   50.48長﨑　和子 ファミーユ 一般

   39.82

桑村　静香 ファミーユ 一般    41.00

山崎　芹奈 アズサ松山 一般

タイム

深水恭太郎 マカン 一般    33.20

名前 所属 学年

競技No. 11 無差別男子   50m 平泳ぎ タイム決勝

棄権長廣　和人 フィッタ重信 一般

   39.05

髙井　俊一 フィッタ重信 一般    41.65

幡井富二夫 ファミーユ 一般

タイム

稲垣ふたば アズサ松山 一般    37.07

名前 所属 学年

競技No. 12 無差別女子   50m 背泳ぎ タイム決勝

競技No. 13 無差別男子   50m 背泳ぎ タイム決勝

棄権

眞屋ひさ子 フィッタ重信 一般 棄権

西島智恵子 フィッタ松山 一般

   30.60

東　  進二 AzuMax 一般    30.62

本多　雄一 五百木SC 一般

名前 所属 学年 タイム

   53.21加藤　長生 フィッタ松山 一般
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