
第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  大内 一晟     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    26.28

    53.94

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 81



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  佐藤 友香     所属 石原ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.50

    31.21

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 118



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  友澤 雅崇     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    25.06

    54.91

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 627



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  稲田 有希     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    32.22

  1:10.99

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 349



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  廣川勇太郎     所属 石原ＳＣ       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    26.04

    57.24

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 868



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  三好 凜     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:05.29

  2:13.65

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 700



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  花山 虹介     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    52.86

  1:52.88

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 729



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  村上 翔悟     所属 石原ＳＣ       

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:11.94

    28.44

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 252



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  細川直央人     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    26.55

    56.89

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 657



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  矢野 和尊     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:02.56

  2:12.08

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 1014



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  一色明日斗     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:04.85

    24.33

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 1258



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山本 明     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.90

  1:08.92

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 298



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  佐々木裕也     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:31.47

  2:52.49

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 172



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  竹永 悠人     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.23

  1:00.00

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 418



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  細川みなみ     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 564



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  上甲 涼帆     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:04.86

  2:21.78

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 707



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  高橋 瑞季     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:23.89

    33.02

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 185



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  太田 奏楽     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    50.03

    39.77

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 17



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  山本 隆成     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    48.54

    38.61

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 70



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  兵頭 まい     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    39.62

  2:55.80

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。

平成 30 年 9 月 30 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



第７回愛媛県ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会
短水路水泳競技大会

氏名  金房 心媛     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝     52.42

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。

平成 30 年 9 月 30 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: 24


