
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  水口 倫     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    50.25

  3:27.19

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: 42



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  井上航太朗     所属 コナミ松山      

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

棄権

    26.57

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: 727



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  森田 侑幹     所属 コナミ松山      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:08.59

    26.44

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

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: 286



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  門屋 茉那     所属 コナミ松山      

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:37.78

  5:31.72

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

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: 171



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  渡邉帆乃夏     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ 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

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: 196



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 晴朗     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    29.50

  1:06.03

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: 162



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  梶田 洸貴     所属 コナミ松山      

１００ｍ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

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: 454



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  西川 壮朋     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    26.60

  2:13.40

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

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: 151



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  梶田 尚輝     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ 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

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: 272



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  細川みなみ     所属 コナミ松山      

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

    31.25

    28.63

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: 586



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  大西 美憂     所属 コナミ松山      

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:29.32

    28.94

  1:02.85

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: 220



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  羽田野颯太     所属 コナミ松山      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:10.91

  2:37.59

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

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: 215



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  森川 絵理     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.72

  1:12.08

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: 134



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  橋本 夢実     所属 コナミ松山      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:25.61

  3:06.33

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: 70



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 悠晟     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    45.95

  2:55.03

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: 135



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  近藤 創太     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    49.84

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: 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  奈良 孟拓     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.21

  1:07.76

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: 117



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  大西 勇輝     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    29.42

  1:06.33

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: 74



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  清田 俐帆     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    33.95

  2:54.04

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: 109



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  上田 花     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ 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

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: 72



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  村田 椛     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.66

    35.60

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: 101



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 通康     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    38.77

  1:24.32

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  村田 楓     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.56

  1:10.53

  1:06.01

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: 169



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 夢梛     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.86

    35.25

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: 9



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  赤松 晃     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.50

  1:19.18

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: 16


