
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  三宅 玲奈     所属 西条ＳＣ       

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    41.38 06級

    35.72 08級

  1:18.37 08級

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 2 年 11 月 22 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: 181



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  濱田 基     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    35.68 06級

  3:14.14 05級

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 2 年 11 月 22 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: 176



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  石川 葉月     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    41.79 06級

    33.38 06級

  2:54.73 06級

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 2 年 11 月 22 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



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  三宅 裕貴     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

２００ｍ自由形

    31.73 07級

  1:08.53 08級

  2:22.41 09級

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 2 年 11 月 22 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: 394



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  塩出 大剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

２００ｍ自由形

    29.61 08級

  1:03.17 08級

  2:15.96 09級

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 2 年 11 月 22 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: 508



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  塩出 心剛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    35.77 06級

  1:20.67 05級

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 2 年 11 月 22 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: 308



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  小池 真生     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    41.54 07級

  3:41.87 07級

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 2 年 11 月 22 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: 67



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  山内 美音     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形     39.78 05級

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 2 年 11 月 22 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: 54



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  二宮 彩瑛     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    39.34 05級

    34.39 06級

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 2 年 11 月 22 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: 75



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  松尾 篤城     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    55.75 05級

    41.29 07級

失格

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 2 年 11 月 22 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: 46



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  佐々木裕月     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    40.19 08級

失格

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 2 年 11 月 22 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: 58



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  松尾 秀晟     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形     36.52 06級

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 2 年 11 月 22 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: 56



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  原田 倫     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形     40.15 05級

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 2 年 11 月 22 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



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  石川 幸明     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    48.14 06級

    38.19 09級

  3:39.07 07級

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 2 年 11 月 22 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: 65



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  加地奈伎紗     所属 西条ＳＣ       

５０ｍ自由形     42.33 06級

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 2 年 11 月 22 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: 14


