
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  奥本 陽葵     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:03.28

  1:55.46

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: 1050



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  谷中 泰之     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    41.92

    31.82

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: 17



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

    28.91

  1:02.76

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: 465



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  芝 祐誠     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    25.80

    55.83

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: 870



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  岡本 美里     所属 五百木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

    27.84

  1:00.07

  2:10.34

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: 1203



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  桑村 七海     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:02.62

  4:40.04

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: 1070



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  桑村 希海     所属 五百木ＳＣ      

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:28.05

    30.10

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: 957



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  掛水 舞梨     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:14.26

  2:37.63

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: 1176



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  髙岡 海斗     所属 五百木ＳＣ      

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

８００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  4:16.75

  8:40.11

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

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: 1182



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  坂口 颯馬     所属 五百木ＳＣ      

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:18.32

  2:08.67

  4:34.04

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: 1214



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  三河 瀬那     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.82

  2:12.42

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: 363



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  奥本 日和     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

    29.38

  2:35.01

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: 665



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  芝 怜菜     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    30.07

  2:23.09

    36.69

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

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: 1164



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  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

    28.53

  1:03.11

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

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: 490



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  瀬戸 蒼陽     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:02.64

  2:15.75

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: 885



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 叶登     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:10.79

  2:29.60

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: 365



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  荒木 颯斗     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    37.14

  1:25.74

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

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: 327



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  荒木 美紅     所属 五百木ＳＣ      

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  3:11.99

  5:21.14

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: 185



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  大川 心暖     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.69

  1:06.78

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: 568



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  沼野 翔輝     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.29

  1:07.34

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  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

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    38.67

  1:24.44

    31.47

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

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: 394



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 瑛騎     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:21.48

    32.98

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: 160



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  池田 昂生     所属 五百木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

    35.76

  1:19.22

    30.85

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: 418



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  髙岡 美空     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

    34.03

  1:17.69

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

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: 359



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 諒成     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:11.44

  2:55.50

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: 216



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  三河 琉伽     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

  1:28.14

  2:46.14

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: 306



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  小笠原優希     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    42.22

    41.18

    42.88

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: 246



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  上野 球人     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝     40.58

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: 184



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  池田 大晟     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    35.65

  2:41.27

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: 193



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  池内 亮真     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    38.65

    44.10

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: 168



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  中島 正伊     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

    33.26

  3:07.26

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: 130



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  秀野 葵     所属 五百木ＳＣ      

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

    36.70

    33.16

  2:59.85

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: 251



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  玉井 央輔     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

    40.47

  3:06.13

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: 164



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  山岡 花菜     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ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

    45.58

    34.84

  1:22.10

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: 61



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  大塚みらい     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

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    32.29

    29.68

  1:06.78

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: 276



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  秀野 敬祐     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    39.48

  1:24.86

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: 55



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  達川 夕愛     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

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    32.60

  1:15.05

  2:36.71

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: 1125




