
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  秀野 由光     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    28.33

  1:01.09

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 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: 1331



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  桑村 七海     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    30.73

  1:03.94

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 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: 986



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  奥本 陽葵     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    29.62

  2:07.65

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 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: 951



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 海璃     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    57.65

  2:07.29

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 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: 191



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  高岡 大陸     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    27.71

  1:00.47

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 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: 397



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  山岡 利哉     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    27.14

  2:25.86

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 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: 141



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  土居 明莉     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:07.50

  2:25.40

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: 641



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  秀野 亜耶     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    30.07

  1:05.85

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: 1094



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  岡本 美里     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.74

  2:09.49

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 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: 1097



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  掛水 舞梨     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.51

  1:13.00

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 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: 1075



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  井上 陽葵     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:03.74

  2:16.44

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: 577



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  渡邉 さや     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    33.10

  1:11.31

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: 345



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  桑村 希海     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    31.95

  1:08.72

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: 887



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  芝 咲菜     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    29.15

  1:02.22

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 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: 1365



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  沼野佑未華     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.43

  1:04.24

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: 423



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  髙井健太郎     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    59.36

  2:10.11

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: 543



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  奥本 日和     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:09.97

  2:36.89

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: 591



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  大塚 一輝     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ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: 36



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  坂口 颯馬     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:07.70

  2:12.59

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 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: 1086



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  髙岡 海斗     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    28.44

  2:03.03

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 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: 1100



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  池田 大晟     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    36.63

  1:18.62

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 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: 134



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  二神 麻央     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.67

  1:05.12

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: 544



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  永野 隼翔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.87

    29.30

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 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: 175



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  瀬戸 蒼陽     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    30.51

  2:30.00

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 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: 789



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 弓愛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.75

  1:18.30

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 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: 287



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  河井 萌     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    33.49

  1:11.64

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 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: 518



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 梨音     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.50

  1:10.37

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 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: 68



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  荒木 美紅     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:18.34

    31.67

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 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: 116



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  井上 叶登     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    35.25

  1:14.96

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 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: 324



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  池内 有彩     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.46

  1:23.23

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 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: 311



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  上田 凛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    32.13

  1:11.84

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 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: 389



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  芝 怜菜     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    31.17

  1:07.64

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 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: 1046



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  達川 夕愛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.44

    32.11

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: 801



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  大川 心暖     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    35.09

  1:14.68

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 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: 469



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  森田 碧音     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    38.85

  1:25.33

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: 301




