
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

    37.75

  1:23.96

    35.30

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  平林つかさ     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:13.43

  2:39.00

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: 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  小松 蒼     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 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

    57.08

    40.66

  3:48.12

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  佐川 奏太     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    58.37

    38.35

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: 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  白石 迅志     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

    36.84

    34.87

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: 8



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  高木 俊輔     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     30.80

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: 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  岡田 惟吹     所属 伊予ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:19.28

  1:12.69

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: 28



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  内藤将大郎     所属 伊予ＳＣ       

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

  1:12.09

    28.56

  2:18.54

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  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個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    28.72

    26.57

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: 47



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  合田 壱星     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    28.17

  1:07.27

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: 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  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

    44.58

  1:38.28

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

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: 11



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

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.65

  1:22.57

    30.21

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: 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  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

  1:21.85

  2:52.09

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

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: 31



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  祖母谷菜々美    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

    38.15

  3:14.60

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: 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  鶴田 勇心     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝 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: 1



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  向井 元脩     所属 伊予ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    41.69

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: 6


