
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  谷山 悠     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    56.56

  1:55.84

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: 1293



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  清家 宙     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.40

  1:00.94

    56.35

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: 976



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  宮中 元輝     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    54.49

  1:56.51

  4:06.94

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: 1213



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  山本 咲良     所属 リー保内       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.29

  2:53.82

  1:11.18

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: 482



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 涼花     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    37.89

  1:22.78

  2:55.23

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: 659



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  竹井 優雅     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.04

  2:06.60

  4:29.38

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: 206



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  兵頭 柚菜     所属 リー保内       

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

失格

    32.77

  1:15.25

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: 35



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  眞矢大志朗     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.54

  1:15.34

  2:41.18

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: 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  呉石 智哉     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.73

  1:03.09

  2:14.88

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 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: 369



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  谷口 駿成     所属 リー保内       

１００ｍ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

  1:15.36

    30.30

  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: 420



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  山中 紗和     所属 リー保内       

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

    29.54

  1:03.50

  2:17.84

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 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: 615



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  大塚 慶希     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.88

  1:09.82

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: 114



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  小原 知也     所属 リー保内       

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

    33.31

    31.39

  1:10.54

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: 310



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  宮中 彩希     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    39.66

  1:25.33

    32.59

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: 485



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  竹井 絢翔     所属 リー保内       

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

    36.84

  1:20.10

  2:47.58

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: 51



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  朝雲 美弥     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    47.50

  1:40.31

    39.35

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: 100



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  大西 紗羅     所属 リー保内       

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

    37.17

    32.39

  1:11.16

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: 437



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  谷口 蓮次     所属 リー保内       

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

    34.81

  1:18.06

  2:46.55

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 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: 114



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  宇都宮由奈     所属 リー保内       

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

    41.33

    36.85

  3:07.29

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: 141



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  玉井 淳規     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.17

    34.67

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: 390



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  中田 桃歌     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ 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

    40.62

    36.85

  3:16.91

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: 254



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  天野 衣音     所属 リー保内       

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

    43.42

    34.97

  3:07.89

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: 324



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  大西 未桜     所属 リー保内       

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

    45.95

    37.04

  3:16.67

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: 256



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  菊池 瑛太     所属 リー保内       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    51.90

    41.83

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 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: 51




