
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  多田 歩高     所属 リー保内       

５０ｍ自由形     38.07 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: 23



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  天野 衣音     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

棄権

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: 458



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  中田 桃歌     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    34.82 07級

  1:16.95 07級

    32.75 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: 426



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 淳規     所属 リー保内       

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

２００ｍ個人メドレー

    32.33 07級

  1:12.99 06級

  2:42.25 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: 575



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  清水 結生     所属 リー保内       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    33.84 06級

  1:13.70 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: 199



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  大西 未桜     所属 リー保内       

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

２００ｍ個人メドレー

    42.61 06級

  1:28.08 07級

  2:55.93 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: 445



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  宇都宮由奈     所属 リー保内       

１００ｍ背泳ぎ

２００ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

  1:20.39 05級

  2:29.89 07級

  2:51.71 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: 295



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  守田 聖陽     所属 リー保内       

５０ｍ自由形     38.07 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  兵頭 萌綾     所属 リー保内       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    37.03 05級

  1:19.90 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: 26



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  髙藤 颯心     所属 リー保内       

５０ｍ自由形     36.76 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: 12



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路秋季記録会

氏名  長谷川 蓮     所属 リー保内       

５０ｍ自由形     34.57 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: 12


