
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  藤本 彩里     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    48.89 04級

    48.85 06級

    41.53 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: 69



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  長井 仁     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    37.50 06級

    33.53 07級

  2:59.63 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: 147



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  三浦 千咲     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    32.35 07級

  2:56.86 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: 69



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  大野 生吹     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    39.83 05級

    31.55 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: 95



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  田井 雄斗     所属 南海ＤＣ       

２００ｍ個人メドレー   2:42.88 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: 34



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  伊須 彩葉     所属 南海ＤＣ       

１００ｍバタフライ

５０ｍ背泳ぎ

２００ｍ個人メドレー

  1:12.57 09級

    33.28 09級

  2:35.39 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: 210



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  大山 葵生     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    34.13 07級

  2:58.20 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: 68



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  田口 幸奈     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形     35.64 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: 112



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 悠慎     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

    47.51 06級

    41.45 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: 41



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  中野 晴翔     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形     40.17 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: 40



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  芳野 結花     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ背泳ぎ     44.92 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: 19



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  福田 航     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形     34.85 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: 55



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  神野 未羽     所属 南海ＤＣ       

５０ｍバタフライ

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

    48.18 05級

    55.94 05級

    44.04 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: 43



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  渡部 泰成     所属 南海ＤＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    32.38 07級

  2:48.66 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


