
愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  仙波 拓     所属 MESSA      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:10.67

  2:29.52

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: 742



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  武田 沙耶     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.83

  1:16.58

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: 18



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  大西 温士     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.98

  1:08.77

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: 30



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  村上 萌乃     所属 MESSA      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    47.05

    40.63

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: 4



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  清水康太郎     所属 MESSA      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:03.36

  2:23.00

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: 504



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  土居 夢奈     所属 MESSA      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    47.34

    36.52

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: 94



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  二宮龍之輔     所属 MESSA      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝   1:09.04

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: 659



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  熊坂 玲那     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     43.47

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: 6



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  清水 瑛透     所属 MESSA      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    35.85

  1:18.81

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: 399



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  中島 詢人     所属 MESSA      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:21.95

  3:00.60

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: 254



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  土居 蒼空     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     38.63

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: 124



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  上岡 碧斗     所属 MESSA      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:23.09

    32.52

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: 56



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  上岡 唯人     所属 MESSA      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    40.78

  1:32.64

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: 215



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  森 瑞稀     所属 MESSA      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    39.11

    35.03

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: 10



愛媛県スイミングクラブ対抗
水泳競技大会

氏名  岩城 芽衣     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.27

  1:10.97

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: 12


