
第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山口 尚秀     所属 Z-UP       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 148



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  間 祐輔     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 247



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  廣瀬 合輝     所属 Z-UP       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:09.70

  2:26.89

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 9 月 30 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: 525



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  松本 将汰     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  髙橋 波留     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  菊山 雄大     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 329



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  北條 陽天     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 17



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山之内僚汰     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 2



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  田中 稔也     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 1



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  森 天乃     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 15



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  越智 郁斗     所属 Z-UP       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  河原 ゆき     所属 Z-UP       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

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 9 月 30 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: 22




