
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  幸田 夢月     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    29.58 07級

  1:03.98 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: 469



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  上甲 涼帆     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    29.64 08級

  1:03.68 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: 998



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  樋口 澪唯     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    29.47 07級

  1:03.92 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: 721



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  窪田 雄斗     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ

２００ｍ背泳ぎ

    26.10 12級

  2:07.54 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: 1696



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  隅田 晴彦     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ自由形

１５００ｍ自由形

  1:55.44 09級

 15:47.39 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 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: 1092



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  羽田野颯太     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ

２００ｍ平泳ぎ

  1:09.03 08級

  2:30.30 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: 408



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  兵頭 まい     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ

２００ｍ平泳ぎ

  1:17.32 09級

  2:40.79 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: 817



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  竹永 悠人     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形

２００ｍ自由形

棄権

  2:04.19 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: 650



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  小原 崇聖     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形

２００ｍ自由形

    55.24 08級

  2:01.34 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: 297



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  城戸 心呂     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形

２００ｍ個人メドレー

    31.00 10級

  2:50.68 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: 258



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  田中 陽大     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    27.01 08級

  1:01.63 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: 112




