
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  阿部 天香     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

    34.24 08級

    36.10 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: 196



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  井手 智未     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

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 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  矢野 正宗     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    43.47 07級

    33.60 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: 134



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 遼     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    31.22 06級

  1:06.24 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: 124



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  永田 実悠     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    41.77 07級

    29.63 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: 260



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  山﨑 心遥     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形     34.52 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  菊川 來夢     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    32.84 07級

  2:59.00 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: 98



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  植田 菜南     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形     33.65 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: 88



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  満汐 航士     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    35.11 09級

  1:17.65 08級

    29.50 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: 175



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  山﨑 千世     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    35.35 07級

    32.32 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: 84



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  山口 紗弥     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    39.49 05級

    36.73 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: 39


