
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  堀本 達郎     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    35.21

  1:16.91

  2:41.95

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: 16



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  太田 奏楽     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 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 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  矢野 和尊     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:01.37

  1:58.45

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: 1089



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 美里     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.07

  1:03.10

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: 411



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  上甲 涼帆     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.39

  1:04.30

  2:19.36

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: 792



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  友澤 雅崇     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.07

    25.57

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: 697



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  廣川勇太郎     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

  1:58.33

  2:12.01

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: 948



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  樋口 澪唯     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:06.17

  2:29.33

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 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: 551



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  村上 翔悟     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    28.69

  1:03.70

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: 284



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  一色明日斗     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

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    57.33

    24.20

  2:05.92

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: 1352



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  稲田 有希     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:10.33

棄権

    27.18

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: 408



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  細川直央人     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１５００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    58.02

 17:30.66

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: 724



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  佐々木裕也     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

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.20

    29.42

  1:05.58

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: 204



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  花山 虹介     所属 石原ＳＣ       

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

  4:01.87

  2:12.96

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: 811



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  三好 凜     所属 石原ＳＣ       

２００ｍ平泳ぎ 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

  2:17.11

    56.53

  2:12.99

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: 786



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  兵頭 まい     所属 石原ＳＣ       

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:22.38

    33.31

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: 532



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  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

    26.67

    57.65

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 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: 494



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  高橋 瑞季     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.76

  1:10.17

  2:34.31

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: 258



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  佐藤 友香     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.06

  1:07.85

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: 166



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 隆成     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.15

    46.72

    36.30

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  堀川 詞美     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     45.95

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: 9



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 翔太     所属 石原ＳＣ       

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.29

  1:03.84

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: 28




