
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  堀本 達郎     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ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

  2:47.84

    30.48

  2:42.52

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

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: 26



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 和尊     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:10.58

  4:40.94

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

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: 1109



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  上甲 涼帆     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    29.89

  2:19.32

  1:14.80

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: 821



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  友澤 雅崇     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    25.13

  2:01.15

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: 715



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  廣川勇太郎     所属 石原ＳＣ       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    57.47

  2:07.63

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: 969



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  樋口 澪唯     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:05.49

  2:27.18

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

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: 566



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  村上 翔悟     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     28.64

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: 290



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  一色明日斗     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:04.90

    24.16

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

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: 1374



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  稲田 有希     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:10.96

  2:41.77

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: 422



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  細川直央人     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１５００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    57.33

 17:31.51

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: 742



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  佐々木裕也     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.16

  1:05.26

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: 217



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  花山 虹介     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:57.17

  4:00.43

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: 832



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  三好 凜     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:05.12

  2:18.84

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: 808



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  兵頭 まい     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    37.44

  1:20.92

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: 552



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  竹永 悠人     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    26.23

    57.84

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: 515



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  高橋 瑞季     所属 石原ＳＣ       

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

    31.87

  1:10.73

  2:31.21

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: 282



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 明     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    30.71

  1:19.26

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: 338



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 友香     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.90

  1:07.75

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: 179



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 隆成     所属 石原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

    45.79

    45.57

    35.52

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

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: 133



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 翔太     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     27.20

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: 36



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  大谷 龍平     所属 石原ＳＣ       

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

    27.90

  1:00.05

  2:11.97

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: 58



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  渡邊 渓汰     所属 石原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

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  檜垣 光     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    40.40

    31.49

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

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



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  坪田 陸     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     33.67

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

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: 5


