
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  光宗 柚     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 予選

    53.10

    58.91

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: 8



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  吉田 真優     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    43.44

    35.50

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 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: 59



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  阿部 天香     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    34.97

    35.99

    33.48

    33.87

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: 128



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  井手 智未     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    51.70

    37.86

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 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  矢野 正宗     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    53.20

    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 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: 84



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  松岡 遼     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    38.15

    34.03

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: 79



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  三瀬 優翔     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    35.34

    30.95

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: 135



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  鶴岡 海斗     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    32.24

    32.20

    29.26

    29.11

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 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: 93



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  山本 大成     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    30.38

  1:11.25

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  永田 実悠     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    45.91

    44.81

    32.09

    31.73

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: 165



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  越智 史洋     所属 アズサ松山      

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ自由形 予選

  1:20.06

  1:10.38

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: 17



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  山﨑 心遥     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    50.30

    38.45

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 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: 40



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  菊川 來夢     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

    40.76

    41.90

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: 51



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  兵頭 慧真     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    32.23

  1:09.35

  1:08.81

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: 982



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  菊地 空音     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    24.14

    24.03

    53.98

    53.42

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: 235



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  寺坂 栞     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

    34.79

    34.48

  1:17.23

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 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: 338



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  中野 瑞菜     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    30.72

  1:07.61

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: 469



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  小池蔵乃丞     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    28.34

  1:02.91

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: 250



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  植田 睦     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

    34.30

    34.21

    37.06

    37.14

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: 249



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  松田 康生     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    28.26

  1:03.75

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: 383



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  大谷 心咲     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

    36.38

    35.89

    39.52

    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 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: 813



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  宮内結衣子     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

    29.06

    29.15

  1:03.57

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: 886



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  柏田 萌菜     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    43.42

    34.60

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 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: 128



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  山﨑 創太     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    30.00

  2:38.86

  2:40.02

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: 553



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  石山 千吏     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

    33.76

    36.75

    36.18

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 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: 456



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  戒能 未咲     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    34.50

    34.23

  1:14.51

  1:15.86

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 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: 157



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  赤藤 吏紅     所属 アズサ松山      

１００ｍ自由形 予選     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 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: 167



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  田所 優斗     所属 アズサ松山      

１００ｍ自由形 予選     55.39

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: 73



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  中村 康太     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍ自由形 予選

    30.47

  1:04.00

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: 97



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  植田 菜南     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    46.43

    37.20

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: 72



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  西本めぐみ     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選 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 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: 98



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  満汐 航士     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    38.92

  1:25.29

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: 75



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  戒能 駿     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    36.27

  1:19.02

  1:18.69

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 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: 60



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  橋本 怜空     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

失格

  1:06.12

  1:04.89

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 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: 48



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  乗松 侑青     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    40.04

  1:32.07

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: 50



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  高岡 煌大     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    48.87

    41.93

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  山﨑 千世     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

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 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  河本 旭輝     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    28.84

  1:05.01

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 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  山﨑 陽羽     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

５０ｍ自由形 予選

    36.09

    35.84

    34.79

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: 40




