
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  菊池 映吾     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    33.01

  1:11.33

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: 433



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  市原 舜鷹     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    29.20

    29.18

  1:02.46

  1:01.82

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: 799



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  渡邊 航星     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 予選

    28.36

  1:00.88

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: 178



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  大橋 海斗     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    24.50

    24.53

    53.32

    52.66

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: 980



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  柿内 胡華     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  2:13.37

  2:29.50

  2:28.51

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: 786



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 紗奈     所属 南海ＤＣ       

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

  1:15.54

  1:14.14

  2:23.84

  2:22.16

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 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: 1121



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  神田 悠斗     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    32.97

  1:10.68

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 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: 745



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  伊須 新太     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    30.04

    29.55

  1:05.46

  1:03.49

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: 1309



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  丹下 温楓     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    35.74

    35.07

  1:16.33

  1:15.44

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: 533



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  窪田 樹     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    55.35

  2:00.90

  1:59.47

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: 781



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  石﨑祐之進     所属 南海ＤＣ       

１００ｍバタフライ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:07.08

  2:24.91

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: 246



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  立石 凌翔     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  2:05.07

  2:05.56

  2:21.80

  2:21.46

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: 612



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  藤本 大勢     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  2:13.15

  2:24.55

  2:24.01

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: 397



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  高内 七海     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  2:16.67

  2:17.19

  2:27.78

  2:27.58

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: 733



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  大門 伊吹     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    29.77

  1:06.12

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: 47



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  長井 心     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    42.00

  1:32.40

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: 137



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  白方 彩恵     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    32.91

    32.27

  1:12.11

  1:11.36

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: 941



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  伊達 雄哉     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    29.17

  1:03.71

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: 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  窪田 理子     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:15.13

  1:15.80

  2:39.99

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: 370



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  石田 結大     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    38.46

  1:24.41

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 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: 35



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  三野 朱音     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    29.38

  1:03.78

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: 237



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  西岡 颯大     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    30.47

    27.19

    26.99

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: 646



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 翔優     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ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: 0



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  大野孝太郎     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

  1:02.16

  2:16.92

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: 678



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  西岡 泉美     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    59.48

    58.86

  2:09.10

  2:08.65

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: 844



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  田坂 真唯     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ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

    32.33

    32.16

  2:37.24

  2:38.75

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: 399



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  松井 颯志     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    28.08

    27.86

  1:04.86

  1:02.94

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: 121



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 鳳華     所属 南海ＤＣ       

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: 74



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  宮内啓士郎     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ平泳ぎ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:27.36

  2:44.40

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: 468



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  立石 陽大     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    29.96

  2:21.56

  2:22.99

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: 546



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  和田菜々実     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

  2:23.49

  2:24.53

  2:45.63

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: 156



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 空     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    37.59

    37.40

  1:21.96

  1:21.75

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: 281



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  田井 雄斗     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    34.15

  3:06.80

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: 401



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  三浦 千咲     所属 南海ＤＣ       

１００ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:43.68

    39.44

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: 20



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  大野 生吹     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    39.73

    39.69

  1:21.08

  1:17.51

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: 53



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  田口 幸奈     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    37.37

  1:23.88

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: 81



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  長井 仁     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    42.75

    37.36

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: 83



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  神野 叶羽     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    44.92

    36.86

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: 105



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  伊須 彩葉     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    40.09

    39.37

  2:42.23

  2:43.96

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: 673



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  沢田虎志朗     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    58.54

    49.30

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: 4



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  大山 葵生     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    35.56

  1:21.71

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: 110



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  福田 航     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    52.23

    39.29

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: 29



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 愛梨     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    59.11

    54.78

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: 2



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  中山 優南     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    54.60

    50.81

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: 9



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  芳野 結花     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 予選

  1:02.99

  1:08.55

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: 4



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 垂都     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:06.26

    50.61

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: 4



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 莉央     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:06.29

    51.42

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: 4



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  野澤しおり     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

失格

    49.54

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  中野 晴翔     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    57.34

    43.98

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: 13



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  藤本 彩里     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    54.19

    49.37

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  玉井 悠慎     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:08.04

    50.94

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: 5



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  神野 未羽     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:06.47

    50.81

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: 5


