
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  竹井 絢翔     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

  1:10.90

  2:34.68

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: 106



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  谷山 悠     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    25.12

    25.20

    54.37

    53.90

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: 1392



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  細谷 孝正     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

    34.90

    34.63

  1:03.79

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: 107



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  藤田 涼花     所属 リー保内       

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

２００ｍ自由形 予選

  1:19.04

  1:18.29

  2:19.18

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: 735



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  宮中 元輝     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

    54.41

    54.26

  1:59.63

  1:56.29

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: 1316



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  清家 宙     所属 リー保内       

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ個人メドレー 予選

２００ｍ個人メドレー 決勝

  2:01.79

  2:14.70

  2:16.27

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: 1060



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  山中 紗和     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

２００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 決勝

  1:02.75

  1:03.38

  2:15.00

  2:17.81

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: 705



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  天野 衣音     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    44.06

    43.72

  1:13.47

  1:13.01

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: 415



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  中田 桃歌     所属 リー保内       

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

    37.43

    37.73

  1:16.03

  1:15.46

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: 341



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  宮中 彩希     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ平泳ぎ 予選

１００ｍ平泳ぎ 決勝

    37.94

    37.25

  1:22.75

  1:23.55

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: 571



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 紗羅     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

１００ｍ自由形 予選

    30.95

    30.44

  1:08.43

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: 552



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 淳規     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍバタフライ 決勝

５０ｍ自由形 予選

５０ｍ自由形 決勝

    35.62

    35.50

    33.18

    32.88

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: 492



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 知也     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ 予選

１００ｍバタフライ 予選

    30.46

  1:06.22

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: 375



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  清水 結生     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    37.14

  1:21.93

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: 147



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 真帆     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ 予選

５０ｍ自由形 予選

    43.80

    40.89

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: 50



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 未桜     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ 予選

５０ｍ平泳ぎ 決勝

１００ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 決勝

    43.65

    42.92

  1:19.97

  1:17.88

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: 361



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 瑛太     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    37.24

  1:22.72

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: 82



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  呉石 智哉     所属 リー保内       

１００ｍバタフライ 予選

１００ｍ自由形 予選

  1:04.81

  1:00.70

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: 402



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  谷口 駿成     所属 リー保内       

１００ｍ自由形 予選

２００ｍ自由形 予選

  1:03.56

  2:18.84

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: 474



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  宇都宮由奈     所属 リー保内       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

１００ｍ背泳ぎ 予選

１００ｍ背泳ぎ 決勝

    39.85

    40.01

  1:24.64

  1:23.28

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: 223



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  角元 尊     所属 リー保内       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ自由形 予選

    45.45

    39.51

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: 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  竹井 優雅     所属 リー保内       

５０ｍ背泳ぎ 予選

５０ｍ背泳ぎ 決勝

２００ｍ自由形 予選

    29.60

    29.54

  2:04.30

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: 277



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 大和     所属 リー保内       

５０ｍ自由形 予選

１００ｍ自由形 予選

    37.68

  1:23.42

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: 55


