
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 希空     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    39.29

  1:43.77

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: 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  野馬 紬暉     所属 Ryuow      

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

    47.03

    53.34

    41.32

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: 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  菊地 希実     所属 Ryuow      

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

    39.66

    35.88

  3:13.24

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: 137



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  中野 元太     所属 Ryuow      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    45.10

    40.26

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: 41



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  竹本 大輝     所属 Ryuow      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    40.55

    36.28

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: 103



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  中野 遥人     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     42.48

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  冨山 快生     所属 Ryuow      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:04.84

  1:56.94

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: 865



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  冨山明央生     所属 Ryuow      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:08.95

  2:27.87

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: 908



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 麻衣     所属 Ryuow      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:07.78

  2:26.56

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: 716



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  東灘 空良     所属 Ryuow      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:01.75

  2:15.41

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: 736



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  上岡 由佳     所属 Ryuow      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:21.06

  2:51.16

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: 508



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  篠﨑 翔     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    24.42

    54.28

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: 1035



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 源     所属 Ryuow      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:12.20

  2:34.70

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: 100



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 結奈     所属 Ryuow      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    38.08

  1:25.10

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: 192



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  前田明日香     所属 Ryuow      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:28.52

  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: 234



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  土井 柚月     所属 Ryuow      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:15.81

  2:54.72

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: 324



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  福本 歩夢     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.57

    59.64

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: 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  中野 元道     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.06

  1:04.42

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: 203



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  上田こはる     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    32.90

  3:05.63

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: 328



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  上岡 莉己     所属 Ryuow      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.83

    35.86

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: 376



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 雄斗     所属 Ryuow      

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

    41.26

    32.85

  2:59.79

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: 404



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  大澤 由芽     所属 Ryuow      

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

    41.14

  1:27.70

  3:07.88

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: 226



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 心暖     所属 Ryuow      

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

    33.74

    30.92

  1:09.68

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: 289



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  土井 七海     所属 Ryuow      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:03.64

  2:17.45

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: 297



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 香鈴     所属 Ryuow      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:10.37

  2:35.92

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: 400



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  岡田ひなた     所属 Ryuow      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    41.01

    35.23

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  井上 幹雄     所属 Ryuow      

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

    40.20

    36.49

  3:15.79

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  京森 和花     所属 Ryuow      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.01

  1:08.18

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: 201



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  宮岡 汰知     所属 Ryuow      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.62

    39.51

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: 16


