
愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  北條 陽天     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    31.59

  1:10.32

  2:59.16

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 31 年 4 月 7 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: 59



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  田中 稔也     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    42.86

    35.43

  3:23.04

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 31 年 4 月 7 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



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  野間 拓海     所属 Z-UP       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    44.92

    38.10

  3:21.76

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 31 年 4 月 7 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: 8



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  山之内僚汰     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    40.09

    46.99

    35.52

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 31 年 4 月 7 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: 34



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  松本 将汰     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    34.39

    30.28

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 31 年 4 月 7 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: 22



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  越智 郁斗     所属 Z-UP       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    43.02

    37.16

  3:13.94

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 31 年 4 月 7 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



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  菊山 雄大     所属 Z-UP       

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.13

  1:11.68

  1:08.37

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 31 年 4 月 7 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: 410



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  森 天乃     所属 Z-UP       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    45.14

    37.62

  3:16.88

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 31 年 4 月 7 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: 56



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  大成 彩愛     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     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

平成 31 年 4 月 7 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: 5



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  金川 陽斗     所属 Z-UP       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     36.91

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 31 年 4 月 7 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: 1



愛媛県スイミングクラブ協会
合同公認水泳競技大会

氏名  加藤 佑樹     所属 Z-UP       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  1:37.84

失格

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 31 年 4 月 7 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: 6


