
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  堀本 達郎     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:15.52

  2:42.86

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 和尊     所属 石原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

  1:03.75

  1:02.78

  2:11.26

  2:09.66

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: 1146



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  幸田 夢月     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

    29.63

    29.02

  1:04.04

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: 364



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  上甲 涼帆     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

  1:03.93

  2:14.89

  2:15.42

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: 850



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  廣川勇太郎     所属 石原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

    25.68

    25.47

    58.43

    56.69

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: 1009



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  樋口 澪唯     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

    29.86

  2:41.77

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: 582



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 雄斗     所属 石原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

    27.41

    27.17

  1:03.33

    59.33

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: 1508



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  一色明日斗     所属 石原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

    23.87

    23.59

    52.68

    51.69

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: 1419



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  細川直央人     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    26.23

    58.12

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: 759



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  隅田 晴彦     所属 石原ＳＣ       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    27.46

    27.39

  1:58.93

  1:57.54

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: 916



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  花山 虹介     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    54.47

    53.26

  1:57.55

  1:52.58

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: 874



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  三好 凜     所属 石原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

    30.45

    30.29

  1:05.53

  1:04.66

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: 849



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 まい     所属 石原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

    37.39

    37.21

  1:20.39

  1:20.19

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: 633



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  竹永 悠人     所属 石原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

    25.93

    25.77

    57.61

    57.44

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: 555



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 明     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    29.93

  1:05.67

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: 354



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 隆成     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    44.58

    35.03

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: 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  宮崎裕一朗     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

    40.40

失格

    35.45

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: 141



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  小原 崇聖     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    32.14

    55.31

    55.64

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: 131



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 翔太     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選     26.87

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: 44



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 龍平     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 予選     59.62

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: 66



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  檜垣 光     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:21.23

    30.31

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: 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  坪田 陸     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    30.15

  1:05.73

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: 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  城戸 心呂     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    45.81

    42.70

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: 28



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 渓太     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

  1:34.90

    35.20

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: 7



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  田中 陽大     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

５０ｍ自由形 予選

  1:16.82

  1:17.78

    30.44

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: 21



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  髙橋 瑞季     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

  1:08.36

  1:08.67

  2:27.15

  2:31.51

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: 32


