
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  松岡 茉那     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    43.89 07級

  1:33.02 07級

    34.50 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: 122



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  玉井 大貴     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    32.51 10級

  1:14.62 08級

    29.80 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: 160



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  奥本 真心     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ   1:34.70 04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: 21



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  菅野 琉     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    39.31 06級

  1:28.06 05級

    36.36 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: 72



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  田村 然     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

    37.69 07級

    36.54 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: 138



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  伊藤 諒成     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    29.77 08級

  1:04.61 08級

  2:36.84 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: 362



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  田村 菫     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

    33.52 09級

  1:12.35 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: 355



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  河井 美優     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

    37.45 07級

  1:21.33 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: 216



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  小笠原優希     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

    37.72 07級

  1:23.85 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: 323



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  池内 亮真     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

    34.97 08級

  1:14.98 08級

    39.25 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: 280



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  西尾 悠雅     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 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 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: 62



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  村上 葵     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    42.49 04級

    35.42 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: 95



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  秀野 葵     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

    33.90 09級

  1:14.28 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: 405



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  玉井 央輔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ平泳ぎ

２００ｍ個人メドレー

    33.30 10級

    38.96 10級

  2:43.68 10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: 330



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  中岡 果音     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    34.24 08級

  1:14.12 08級

    30.71 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: 146



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  小笠原美帆     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

２００ｍ個人メドレー

    39.21 08級

    46.20 07級

  3:02.64 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: 144



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  井上 心稟     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    33.12 08級

  2:47.50 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: 180



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  上田 朋香     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

２００ｍ個人メドレー

    37.75 05級

  3:07.09 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: 90



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  西森葉都美     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    32.77 06級

  1:12.58 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: 49



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  阪田 雄太     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形     37.15 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: 33



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  桑村 叶海     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

    32.06 10級

  1:08.58 10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: 112



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  阪田 心結     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    51.56 04級

    56.85 05級

    43.43 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: 39



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  加藤 愛理     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    42.66 09級

    49.51 08級

    38.11 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: 68



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  玉井 咲衣     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    47.43 05級

    54.90 06級

    41.77 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: 53



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  池内 杏実     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

１００ｍ自由形

    45.68 07級

  1:40.18 07級

  1:32.01 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: 68



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  門田 煌征     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    42.66 09級

    45.98 10級

    36.25 10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: 94



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  菅野 笙     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    37.19 11級

    40.07 11級

    34.56 12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: 104



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  近藤 麻斗     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ平泳ぎ

２００ｍ個人メドレー

    42.10 08級

失格

  3:14.79 10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: 58



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  秀野 光     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    45.95 07級

    41.54 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: 32



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  中矢 紫媛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    50.28 05級

    50.68 08級

    43.46 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: 44



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  松本 莉巳     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    44.13 06級

    39.52 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: 26



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  鴨川 菜乃     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形     40.97 04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: 10



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  中岡 翔大     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    44.88 07級

    43.78 08級

    38.23 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: 54



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  京河 奏人     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    37.98 07級

    30.26 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: 32



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  酒井 結衣     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

    49.08 06級

    57.19 04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: 24



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  伊藤 千愛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ平泳ぎ

    47.69 06級

    54.13 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: 28


