
第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  三宅 玲奈     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ自由形 予選

    48.70

  1:26.80

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 9 月 29 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: 95



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  白石 謙心     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    41.97

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 9 月 29 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: 45



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  濱田 基     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    45.00

    38.59

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 9 月 29 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: 150



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  望月 創史     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    36.74

  1:26.42

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 9 月 29 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: 120



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  渡部 仁美     所属 西条ＳＣ       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

  1:02.14

  1:02.79

  2:13.90

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 9 月 29 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: 686



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山内 萌加     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    34.70

    34.90

  1:15.12

  1:14.87

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 9 月 29 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: 133



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  鳥取 愛斗     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

    28.25

    27.94

  1:03.12

  1:01.00

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  藤田 陸斗     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

    27.09

    27.77

  1:00.47

  1:02.84

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 9 月 29 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: 791



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  石川さくら     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    29.47

  2:13.54

  2:15.27

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 9 月 29 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: 189



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  藤田 颯斗     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 予選

    30.88

  1:05.82

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 9 月 29 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: 835



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  鳥取 実結     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

    33.09

    33.04

  1:12.02

  1:12.62

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  野川 陸     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    31.88

    32.34

  1:12.49

  1:09.44

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 9 月 29 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: 492



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  安部向日葵     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

    31.77

    32.11

  1:12.03

  1:15.35

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 9 月 29 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: 747



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  石川 葉月     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    45.51

    35.65

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 9 月 29 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: 154



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  三村 涼葉     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    42.50

  1:29.60

  1:29.83

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 9 月 29 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: 340



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山内 香音     所属 西条ＳＣ       

１００ｍバタフライ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:16.57

  2:43.67

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 9 月 29 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: 526



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  三宅 裕貴     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    39.37

    39.28

  2:53.77

  2:47.95

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  塩出 大剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    31.34

    31.18

  1:07.01

  1:07.03

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 9 月 29 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: 382



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  浅木あすか     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    31.45

  1:07.43

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 9 月 29 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: 416



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  三宅 海士     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    31.54

  2:25.96

  2:24.66

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 9 月 29 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: 175



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  阿河 遥香     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    41.73

    36.10

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 9 月 29 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: 221



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  川上 藍     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    39.55

  3:29.75

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 9 月 29 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: 173



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  河野 心虹     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    34.24

  3:12.20

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 9 月 29 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: 232



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  塩出 心剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    37.90

  1:24.79

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 9 月 29 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: 255



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  阿河 寛斉     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

失格

  1:28.00

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 9 月 29 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: 77



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  丸内里衣菜     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    55.23

    47.80

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  小池 真生     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    45.59

  1:50.95

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 9 月 29 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: 22



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山内 美音     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ自由形 予選

    52.24

  1:42.87

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 9 月 29 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: 33



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  二宮 彩瑛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

    43.20

    43.17

    36.90

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 9 月 29 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: 36



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  松尾 篤城     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選     51.14

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  佐々木裕月     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    53.72

    45.57

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 9 月 29 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: 18



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  松尾 秀晟     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選     42.57

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 9 月 29 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: 25



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  原田 倫     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    45.13

  1:37.91

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 9 月 29 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: 23



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  小橋 潤也     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

失格

    43.19

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  小池 悠月     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選     41.12

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  田野下 龍     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    57.92

    43.17

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 9 月 29 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



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  丸内 瀬仲     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    36.47

  1:24.53

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 9 月 29 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: 19



第８回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  石川 幸明     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選     48.95

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 9 月 29 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: 3


