
愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  田村 然     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    37.36

    34.00

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

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: 102



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  芝 怜菜     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:01.55

    27.14

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

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: 1279



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  二神 麻央     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    28.86

  1:02.65

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

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: 676



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  上田 凛     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:09.20

    29.96

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

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: 525



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  井上 叶登     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:07.57

  2:20.26

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

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: 441



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  荒木 颯斗     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:15.64

  2:40.18

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

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: 446



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  大川 心暖     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:11.46

    29.68

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

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: 669



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  池田 昂生     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    32.68

  1:11.42

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

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: 522



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  髙岡 美空     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    31.52

  1:10.51

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

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
短水路水泳競技大会

氏名  伊藤 諒成     所属 五百木ＳＣ      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:21.30

  2:37.93

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

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
短水路水泳競技大会

氏名  三河 琉伽     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    28.40

  2:26.57

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

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
短水路水泳競技大会

氏名  田村 菫     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.13

  1:13.35

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

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: 317



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  池田 大晟     所属 五百木ＳＣ      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:13.32

  2:29.82

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

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: 277



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  秀野 葵     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    35.20

  1:17.02

    31.36

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

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: 365



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  玉井 央輔     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    34.80

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

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: 264



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  大塚みらい     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.22

  1:08.04

    28.58

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

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: 389



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  達川 夕愛     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    28.86

  2:27.79

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

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: 302



愛媛県スイミングクラブ協会
短水路水泳競技大会

氏名  桑村 叶海     所属 五百木ＳＣ      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    32.64

  1:10.27

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

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




