
愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  黒田 烈志     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    27.70

  1:01.41

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 31 年 4 月 7 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: 98



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  細川さくら     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.22

  1:22.80

    36.00

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 31 年 4 月 7 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: 13



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  平林つかさ     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.94

  1:13.91

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 31 年 4 月 7 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: 4



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  脇 瑚叶香     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    40.54

    33.69

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 31 年 4 月 7 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: 3



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  那須 玲菜     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    42.97

    33.18

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 31 年 4 月 7 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: 4



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  小松 蒼     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

失格

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 31 年 4 月 7 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



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  佐川 奏太     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    49.28

    56.92

    38.28

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 31 年 4 月 7 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: 7



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  福井 康介     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     37.04

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 31 年 4 月 7 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



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  白石 迅志     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     34.52

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 31 年 4 月 7 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: 3



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  門田 碧空     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    32.12

  1:24.09

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 31 年 4 月 7 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: 8



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  高木 俊輔     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     30.63

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 31 年 4 月 7 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: 6



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  岡田 惟吹     所属 伊予ＳＣ       

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

    37.53

  1:21.08

    30.18

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 31 年 4 月 7 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: 16



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  内藤将大郎     所属 伊予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

    31.31

    28.82

  1:03.45

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 31 年 4 月 7 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: 28



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  相原 永翔     所属 伊予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

    29.29

    26.94

    58.66

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 31 年 4 月 7 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: 27



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  合田 壱星     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ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

  1:13.39

    26.65

    59.50

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 31 年 4 月 7 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: 26



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  大野 大輝     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    26.86

    59.35

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 31 年 4 月 7 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: 16



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  大塚 弦     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    25.94

    56.50

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 31 年 4 月 7 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: 18



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  福井 哲平     所属 伊予ＳＣ       

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:15.74

    25.74

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 31 年 4 月 7 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: 18



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  岡部 拓音     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    43.88

  1:36.95

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 31 年 4 月 7 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: 6



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  原田 海輝     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    33.70

  1:22.50

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 31 年 4 月 7 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: 9



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  上田 智也     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    27.41

  1:00.06

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 31 年 4 月 7 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: 16



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  白石 桃子     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:21.41

  2:54.63

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 31 年 4 月 7 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: 16



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  黒田 泰陽     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:13.91

  2:38.48

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 31 年 4 月 7 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: 14



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  岡部 志音     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:09.97

  2:32.94

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 31 年 4 月 7 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: 16


