
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 大空     所属 瀬戸内温泉      

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

    37.05

    34.85

  2:59.76

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: 123



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  木村 勇太     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:08.56

  2:33.54

    28.31

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: 90



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  藤田 航樹     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    33.78

  2:54.14

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: 21



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  世良 俊仁     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    57.53

  2:04.76

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: 613



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  中戸 琉銀     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    34.15

  1:15.77

  2:41.51

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: 24



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  山本 威瑠     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:13.92

  2:12.98

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: 966



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  矢野 結都     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    56.76

  2:00.91

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: 882



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  世良 智希     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:16.22

  2:22.05

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: 921



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  杉本 尚之     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    27.23

    57.20

  2:10.62

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: 542



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  田村倫太郎     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

  1:03.71

  2:16.94

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: 696



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  森田 真矢     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.75

  1:05.02

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 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: 639



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 雄大     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:02.82

  2:11.97

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: 585



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 智己     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

  1:07.16

  2:28.44

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 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: 260



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  尾上 勇喜     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

    28.34

  1:02.17

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: 395



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  田村想太郎     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    33.67

  1:14.92

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 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: 246



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  溝口 稜茉     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    28.07

  1:00.72

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: 274



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 翔太     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:38.67

  2:30.12

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: 317



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  山内 寛大     所属 瀬戸内温泉      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:00.92

  2:10.43

  4:41.92

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 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: 716



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  木下 悠生     所属 瀬戸内温泉      

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  2:22.71

  4:58.99

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 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: 176



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  石原 晴琉     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.67

  1:07.41

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: 295



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  長谷部和輝     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    31.79

  1:08.98

  2:38.96

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: 390



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  文田 愛心     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.16

  2:13.59

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: 375



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  小林 蒼涼     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    44.43

    36.19

  1:35.28

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: 58



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  藤原 光希     所属 瀬戸内温泉      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    43.35

    32.66

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 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: 10


