
愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  世良 俊仁     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:07.02

  4:30.01

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 12 月 16 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: 597



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  田村倫太郎     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:04.13

  2:22.17

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 12 月 16 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: 674



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  木下 悠生     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:09.92

  2:25.90

  5:06.16

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 12 月 16 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: 158



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  菊山 翔太     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    35.99

  2:41.65

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 12 月 16 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: 302



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  溝口 稜茉     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    28.17

  1:01.90

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 12 月 16 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: 258



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  世良 智希     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:05.89

    27.19

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 12 月 16 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: 902



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  田村想太郎     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.12

  1:15.74

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 12 月 16 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: 229



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  長谷部和輝     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    32.62

  1:11.68

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 12 月 16 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: 362



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  山内 寛大     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:11.47

  4:41.22

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 12 月 16 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: 689



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  加藤 雄大     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:04.13

  2:17.32

  2:26.06

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 12 月 16 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: 564



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  井手 美来     所属 瀬戸内温泉      

８００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

 10:47.25

  6:03.20

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 12 月 16 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協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  石原 晴琉     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    31.54

  2:44.22

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 12 月 16 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: 280



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  森田 真矢     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    38.85

  2:22.25

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 12 月 16 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: 619



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  三好美咲希     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    44.74

  1:18.50

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 12 月 16 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: 84



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  文田 愛心     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:21.22

  2:47.27

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 12 月 16 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: 354



愛媛県スイミングクラブ協会
チャレンジミート水泳競技大会

氏名  平田 佑斗     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    55.54

    42.55

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 12 月 16 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: 143


