
愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  三瀬 優翔     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    35.43

  1:17.88

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 61



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  菅原 千博     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.22

    58.81

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 201



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  菊地 華乃     所属 アズサ松山      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝 棄権

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 132



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  永田 実悠     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    51.57

    37.45

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 44



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  岡田 彩     所属 アズサ松山      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:15.40

    28.55

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 93



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  兵頭 慧真     所属 アズサ松山      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:12.96

  5:01.24

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 901



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  菊地 空音     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    25.65

    55.33

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 137



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  林 建作     所属 アズサ松山      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:23.60

    30.62

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 33



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  太森 友菜     所属 アズサ松山      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:18.40

  2:48.04

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 260



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  中村 哲茶     所属 アズサ松山      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝   1:15.14

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 83



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  中野 瑞菜     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.92

  1:11.01

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 411



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  小池蔵乃丞     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.39

  1:07.84

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 221



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  太森 友菜     所属 アズサ松山      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:18.40

  2:48.04

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 0



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  植田 睦     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝     37.83

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 176



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  松田 康生     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.02

  1:12.42

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 323



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  山﨑 創太     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.90

    31.86

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 418



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  近藤 優大     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    38.02

  3:03.27

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 284



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  石山 千吏     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    39.29

  1:25.26

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 340



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  松本 明紗     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.53

  1:10.61

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 62



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  中村 康太     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.42

  1:08.60

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 64



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  西本めぐみ     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    42.25

    35.65

あなたは標記記録会において上記の
記録で泳いだことを証します

平成 30 年 11 月 4 日 

愛媛県スイミングクラブ協会

会長 戸田 誠治

累積ポイント: 70


