
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 輝     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    43.12

    38.78

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: 68



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  田村 公     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

    41.80

    41.62

  1:22.18

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: 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  兵頭 煌晟     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    49.98

    37.30

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: 61



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  水谷 彩     所属 コナミ松山      

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

  1:02.19

  1:02.29

  2:12.90

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: 473



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 侑幹     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍ平泳ぎ 予選

    28.44

  1:10.35

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: 303



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  渡邉帆乃夏     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    33.78

    33.57

  1:13.56

  1:12.55

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: 224



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  梶田 洸貴     所属 コナミ松山      

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

  2:05.47

  2:04.26

  2:20.02

  2:19.66

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: 494



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  細川みなみ     所属 コナミ松山      

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

  2:15.26

  2:17.32

  2:36.26

  2:30.22

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: 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  野木こころ     所属 コナミ松山      

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

    29.83

    30.02

  1:07.33

  1:06.30

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: 304



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  大西 美憂     所属 コナミ松山      

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ自由形 予選

  1:08.24

  1:07.25

  2:18.60

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: 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  羽田野颯太     所属 コナミ松山      

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:12.19

  1:11.70

  2:32.24

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: 240



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  森川 絵理     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    32.47

  1:11.60

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: 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  兵頭 悠晟     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    32.41

    32.35

  2:49.92

  2:46.85

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: 193



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  近藤 創太     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

    44.49

    44.29

  3:12.85

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  大西 勇輝     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ 予選

２００ｍ自由形 予選

    28.44

  2:15.40

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: 88



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  清田 俐帆     所属 コナミ松山      

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

    33.42

    33.42

  2:46.44

  2:45.13

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: 191



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  村田 椛     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    36.48

    36.39

  1:18.86

  1:18.31

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: 171



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 通康     所属 コナミ松山      

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:20.37

  1:21.63

  2:40.69

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: 114



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  村田 楓     所属 コナミ松山      

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

  1:08.14

  1:07.50

  1:03.42

  1:03.05

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: 257



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  赤松 晃     所属 コナミ松山      

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: 31




