
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  秀野 由光     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  1:01.89

  1:00.88

  2:17.77

  2:15.46

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: 1459



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  奥本 陽葵     所属 五百木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

    29.98

    29.35

  1:05.31

  1:03.14

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: 1092



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 大陸     所属 五百木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

    27.89

    27.70

  1:01.31

  1:00.51

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 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: 504



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  岡本 美里     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    28.01

    27.59

  2:11.48

  2:10.60

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: 1243



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  桑村 七海     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  1:15.29

  1:16.35

  2:19.20

  2:18.64

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 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: 1111



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  秀野 亜耶     所属 五百木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

    31.54

    31.01

  1:07.49

  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: 1222



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  桑村 希海     所属 五百木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

    32.20

    31.07

  1:10.34

  1:08.06

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: 993



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  掛水 舞梨     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 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: 1176



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  芝 咲菜     所属 五百木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

    29.27

    28.86

  1:02.63

  1:02.06

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: 1477



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  髙岡 海斗     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ 予選

２００ｍ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: 1182



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  坂口 颯馬     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    58.57

    57.85

  2:11.83

  2:06.33

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: 1255



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  竹内 陸翔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    33.50

  2:23.74

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: 273



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  奥本 日和     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    37.73

    37.37

    29.70

    29.78

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: 696



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  竹内 海翔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    32.53

  1:11.50

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: 248



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  芝 怜菜     所属 五百木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

    30.07

    30.04

  1:05.53

  1:03.86

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: 1209



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  河井 萌     所属 五百木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

    33.76

    32.90

  1:11.80

  1:10.91

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: 569



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  沼野佑未華     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

    28.50

    28.32

  1:03.88

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 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: 517



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  二神 麻央     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

    36.01

    36.09

  1:03.81

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: 624



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  井上 叶登     所属 五百木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

    32.61

    33.06

  1:10.98

  1:10.56

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 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: 394



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  土居 莉子     所属 五百木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

    34.96

    34.97

  1:17.74

  1:17.62

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: 217



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  松本 弓愛     所属 五百木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

    33.32

    32.74

  1:12.30

  1:12.63

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 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: 351



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  山岡 利哉     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:10.65

    26.69

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: 205



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  荒木 颯斗     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

    37.15

    36.22

  1:26.92

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 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: 392



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  荒木 美紅     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

    37.43

    37.37

  2:46.72

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 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: 210



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  大川 心暖     所属 五百木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

    33.85

    33.59

  1:12.83

  1:12.15

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: 606



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  沼野 翔輝     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    29.16

  1:05.31

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 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: 144



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  森田 碧音     所属 五百木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

    37.80

    37.28

  1:20.32

  1:20.08

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: 427



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  永野 隼翔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

    31.97

    31.43

    28.06

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  松本 瑛騎     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    36.06

    32.22

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: 188



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  池田 昂生     所属 五百木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

    34.71

    34.06

  1:16.37

  1:14.43

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: 490



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  松本 海璃     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ自由形 予選

    32.06

    57.67

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: 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  三河 琉伽     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    39.07

  2:40.39

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: 350



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  松本 梨音     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:06.66

  2:43.57

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: 146



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  池田 大晟     所属 五百木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

    34.34

    34.05

  1:13.82

  1:13.81

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: 225



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  大塚みらい     所属 五百木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

    32.27

    31.65

  1:11.49

  1:10.65

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: 358



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  達川 夕愛     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  1:11.50

  1:11.76

  2:34.12

  2:33.14

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: 1163




