
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  藤田 陸斗     所属 西条ＳＣ       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:01.22

  2:15.25

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: 702



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 萌加     所属 西条ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:15.49

  2:42.63

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 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: 54



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  鳥取 愛斗     所属 西条ＳＣ       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:01.99

  2:15.86

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 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: 92



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  石川さくら     所属 西条ＳＣ       

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

８００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  4:43.55

  9:38.58

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 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: 123



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  浅木あすか     所属 西条ＳＣ       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:31.94

  2:52.68

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: 372



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  安部向日葵     所属 西条ＳＣ       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:25.98

  5:12.99

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: 671



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  藤田 颯斗     所属 西条ＳＣ       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:07.82

  2:31.29

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: 770



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  石川 愛花     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    42.43

  1:32.68

  2:56.09

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: 75



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  鳥取 実結     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.47

  1:09.23

  2:29.67

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: 115



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  三宅 海士     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.41

  1:10.39

  2:29.96

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: 122



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  尾嵜 月渚     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    35.10

  1:16.18

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: 70



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  三村 涼葉     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    44.17

    33.38

  1:12.64

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 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  野川 陸     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.51

  1:07.03

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 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: 364



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  阿河 遥香     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    42.31

  1:32.49

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: 173



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 香音     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    36.48

    33.80

  1:11.96

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: 434



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  石川 葉月     所属 西条ＳＣ       

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

    47.57

    36.72

  3:18.30

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: 93



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  塩出 大剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

８００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.63

    31.96

  9:51.62

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 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: 260



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  阿河 寛斉     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     41.21

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: 50



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  三宅 裕貴     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 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

    40.79

    34.02

  2:52.37

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: 176



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  川上 藍     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 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

    50.28

    41.83

失格

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  塩出 心剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 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

    48.35

    38.48

  3:38.21

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: 173



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  濱田 基     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 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

    53.52

    40.05

失格

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: 76



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  望月 創史     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 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

    51.61

    40.45

  3:54.71

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: 83




