
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  佐々木健成     所属 八幡浜ＳＣ      

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  2:10.26

  2:25.52

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: 177



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  久米 崇汰     所属 八幡浜ＳＣ      

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

    57.64

    57.25

    28.28

    27.77

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: 215



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  平田 美幸     所属 八幡浜ＳＣ      

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

  1:01.25

  1:00.32

  2:04.50

  2:01.68

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: 1051



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 真碧     所属 八幡浜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

  1:01.34

    58.76

  2:10.24

  2:06.19

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: 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  泉 遥叶     所属 八幡浜ＳＣ      

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

  2:05.84

  2:04.36

  2:17.82

  2:17.21

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: 1717



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  大福 樹生     所属 八幡浜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

    26.38

    25.55

    58.55

    56.73

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: 1507



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  市川 薫     所属 八幡浜ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

    26.87

    26.23

  2:03.75

  2:02.80

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: 1573



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  下田 天海     所属 八幡浜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

  1:01.28

  1:01.64

  2:09.64

  2:10.43

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: 1624



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  三嶋 拓     所属 八幡浜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

    59.74

    59.38

  2:08.14

  2:06.22

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: 1841



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 大翔     所属 八幡浜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

  1:06.91

  1:06.91

  2:12.85

  2:12.77

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: 1692



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  泉 慎之介     所属 八幡浜ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  1:15.68

  2:27.73

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: 1056



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  中岡亜依香     所属 八幡浜ＳＣ      

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

  1:02.78

  1:01.82

  1:00.87

  1:00.21

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: 1433



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  程野 裕介     所属 八幡浜ＳＣ      

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

  2:07.23

  2:18.01

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: 625



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 未来     所属 八幡浜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

    36.43

    36.65

  1:19.03

  1:18.43

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: 1069



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  井上日菜子     所属 八幡浜ＳＣ      

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

    36.69

    37.37

  2:33.27

  2:34.60

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: 695



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 望愛     所属 八幡浜ＳＣ      

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

    33.03

    32.20

  2:50.79

  2:49.70

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: 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  山田優里也     所属 八幡浜ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    41.00

    40.45

  2:25.91

  2:25.72

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: 686



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 真弥     所属 八幡浜ＳＣ      

５０ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

    26.20

  2:02.07

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: 556



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  石井 和     所属 八幡浜ＳＣ      

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

  1:04.18

  2:17.32

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: 403



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  石村 思穏     所属 八幡浜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

    29.53

    29.30

  2:15.39

  2:15.43

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: 300




