
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  清水康太郎     所属 MESSA      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:00.59

  2:12.82

    25.64

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: 575



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  土居 夢奈     所属 MESSA      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    41.81

  1:31.90

  6:22.67

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: 126



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  熊坂 玲那     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    38.58

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: 15



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  田村 智弥     所属 MESSA      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:08.14

  2:38.82

  5:38.20

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: 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  清水 瑛透     所属 MESSA      

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

    34.04

  1:13.46

  2:41.89

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: 472



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  土居 蒼空     所属 MESSA      

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

    46.06

    39.09

  3:38.00

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: 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  宮中 七海     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.98

  1:16.68

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: 20



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  堀江 美祐     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.71

    29.83

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: 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  宮中 海翔     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.28

    37.11

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: 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  田中紗百合     所属 MESSA      

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

棄権

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: 37



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  福岡 直汰     所属 MESSA      

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

    39.53

    42.80

    31.80

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: 14



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 加一     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    38.66

  3:16.31

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


