
愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  山内 奏人     所属 ＭＧ双葉       

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

    37.29

    31.53

  2:59.15

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

令和 元 年 5 月 19 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: 158



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  田中 彩央     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    51.70

    42.89

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

令和 元 年 5 月 19 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: 23



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  越智 裕惺     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    52.09

    52.53

    40.84

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

令和 元 年 5 月 19 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: 29



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  山田 武蔵     所属 ＭＧ双葉       

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

失格

  1:03.22

    43.60

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

令和 元 年 5 月 19 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: 24



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  山内 大和     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    38.43

失格

    34.35

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

令和 元 年 5 月 19 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: 155



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  長井凜々花     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    42.23

    47.71

  1:18.03

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

令和 元 年 5 月 19 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: 63



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  熊野 洸太     所属 ＭＧ双葉       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ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

令和 元 年 5 月 19 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: 726



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  日浅 由彩     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    42.77

    41.85

    37.02

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

令和 元 年 5 月 19 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: 62



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  藤原 夏子     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    44.72

    38.61

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

令和 元 年 5 月 19 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: 12



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  鳥生 夕聖     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    45.96

    40.01

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  尾﨑 建太     所属 ＭＧ双葉       

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

    41.42

    35.28

  3:16.64

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

令和 元 年 5 月 19 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: 20



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  門岡 春花     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.02

  1:13.83

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

令和 元 年 5 月 19 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: 40



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  松本 琉     所属 ＭＧ双葉       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    59.56

  2:28.50

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

令和 元 年 5 月 19 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: 86



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  別府 彩羽     所属 ＭＧ双葉       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:15.15

  2:42.87

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

令和 元 年 5 月 19 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: 607



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  長野 弘     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    30.73

  1:05.67

  2:21.85

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

令和 元 年 5 月 19 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: 982



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  髙田 夏帆     所属 ＭＧ双葉       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

８００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:12.07

  9:23.66

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

令和 元 年 5 月 19 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: 840



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  青野 空     所属 ＭＧ双葉       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１５００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:10.95

 18:06.88

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

令和 元 年 5 月 19 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: 930



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  八木 一真     所属 ＭＧ双葉       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:11.36

    29.82

  2:21.63

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

令和 元 年 5 月 19 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: 526



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  山本 彩寧     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.02

  1:03.81

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

令和 元 年 5 月 19 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: 166



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  杉本 奈月     所属 ＭＧ双葉       

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

    40.13

    34.95

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

令和 元 年 5 月 19 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: 315



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  矢野 小桜     所属 ＭＧ双葉       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:18.99

  2:48.01

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

令和 元 年 5 月 19 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: 120



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  佐藤凛汰朗     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    29.66

  1:06.20

  2:43.29

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

令和 元 年 5 月 19 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: 373



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  水田結依子     所属 ＭＧ双葉       

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

    29.11

  1:03.20

  2:17.71

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

令和 元 年 5 月 19 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: 362



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  山田 睦己     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    35.98

    39.25

    31.38

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

令和 元 年 5 月 19 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: 284



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  土田 秋紀     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.24

  1:04.97

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

令和 元 年 5 月 19 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: 80



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  菊川 莉愛     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    57.88

  1:00.25

    43.86

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

令和 元 年 5 月 19 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: 23



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  濵田 瑠美     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    33.61

  1:16.46

  3:05.53

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

令和 元 年 5 月 19 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: 181



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  伊藤龍太郎     所属 ＭＧ双葉       

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

    41.82

  1:28.20

    34.43

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

令和 元 年 5 月 19 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: 167



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  長井綺良々     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:05.67

    48.26

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  廣瀬 葵     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    47.21

  2:02.51

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  中村 翔太     所属 ＭＧ双葉       

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

    34.87

  1:16.89

  2:45.75

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

令和 元 年 5 月 19 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: 129



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  渡部 歩夢     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

失格

    39.90

  1:47.37

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

令和 元 年 5 月 19 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: 33



愛媛県スイミングクラブ協会
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  鎌田 凌徳     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    54.76

    42.44

  1:48.84

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  原 杏奈     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    52.37

  2:10.33

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  浅里 帆香     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    44.44

  1:57.10

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  佐藤 蓮介     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:07.74

    53.50

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

令和 元 年 5 月 19 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
ジュニア選抜水泳競技大会

氏名  渡邉 悠     所属 ＭＧ双葉       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    43.85

  1:36.00

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

令和 元 年 5 月 19 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: 10


