
2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  松岡 遼     所属 アズサ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    33.06 07級

    28.92 08級

  1:05.17 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 3 年 4 月 11 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: 237



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  三瀬 優翔     所属 アズサ松山      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ自由形

    34.40 08級

    58.94 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 3 年 4 月 11 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: 257



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  鶴岡 海斗     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    26.42 09級

    57.93 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 3 年 4 月 11 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: 208



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  永田 実悠     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    29.22 10級

  1:06.78 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 3 年 4 月 11 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: 377



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  菊地 空音     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    23.54 10級

    51.95 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 3 年 4 月 11 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: 419



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  松田 康生     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    27.43 08級

    59.32 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 3 年 4 月 11 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: 507



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  大谷 心咲     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    30.21 08級

  1:06.50 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 3 年 4 月 11 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: 865



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  山﨑 創太     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    28.07 08級

  1:01.43 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 3 年 4 月 11 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: 688



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  石山 千吏     所属 アズサ松山      

１００ｍ平泳ぎ

２００ｍ平泳ぎ

  1:12.18 09級

  2:33.51 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 3 年 4 月 11 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: 612



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  赤藤 吏紅     所属 アズサ松山      

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    25.47 08級

  2:20.41 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 3 年 4 月 11 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: 285



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

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

    35.27 09級

失格

    28.86 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 3 年 4 月 11 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: 293



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  戒能 駿     所属 アズサ松山      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

    31.11 09級

  1:06.79 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 3 年 4 月 11 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: 157



2021年度愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  山﨑 千世     所属 アズサ松山      

１００ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

  1:18.93 07級

    31.71 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 3 年 4 月 11 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




