
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  越智 南月     所属 コナミ松山      

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    33.42 08級

  1:12.31 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: 200



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  田村 公     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ背泳ぎ

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 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: 143



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  越智 咲月     所属 コナミ松山      

５０ｍ背泳ぎ

１００ｍ自由形

    38.79 07級

  1:14.34 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: 156



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 煌晟     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    37.41 08級

    32.87 09級

  1:10.98 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: 328



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  梶田 洸貴     所属 コナミ松山      

１００ｍバタフライ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    57.43 10級

    24.36 10級

    53.96 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: 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  細川みなみ     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

１００ｍ自由形

    29.82 09級

    27.06 10級

  1:00.31 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: 818



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  野木こころ     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

    30.21 08級

  1:06.70 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: 452



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  大西 美憂     所属 コナミ松山      

１００ｍ背泳ぎ

２００ｍ背泳ぎ

  1:08.30 08級

  2:28.54 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: 354



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  近藤 創太     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

    39.65 07級

  1:25.36 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: 171



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  清田 俐帆     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

２００ｍ自由形

    31.49 09級

  1:10.68 09級

  2:19.26 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: 432



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  村田 椛     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

    31.17 10級

  1:09.61 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: 328



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  越智 通康     所属 コナミ松山      

５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ平泳ぎ

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 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: 194



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  村田 楓     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

１００ｍバタフライ

２００ｍバタフライ

    27.89 10級

  1:01.50 10級

  2:17.66 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: 455



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  赤松 晃     所属 コナミ松山      

１００ｍバタフライ

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 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: 200



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  松下 昂正     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    46.99 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 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: 74



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  瀬良奈々美     所属 コナミ松山      

５０ｍバタフライ

５０ｍ自由形

    40.25 09級

    35.89 11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: 151




