
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  重見 祐人     所属 南海朝生田      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    32.78

  1:11.67

  1:06.89

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 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: 97



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  田口 彼威     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    24.85

    54.77

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 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: 741



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  浅川 楓     所属 南海朝生田      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

    33.39

  1:11.93

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: 1147



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  山田 陣     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.79

  1:00.46

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  二宮 那央     所属 南海朝生田      

５０ｍ背泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    30.44

    58.38

  1:07.28

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: 79



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  白石 健人     所属 南海朝生田      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ個人メドレー ﾀｲﾑ決勝

    33.84

  1:13.04

  2:38.38

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: 88



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  渡邉 琴音     所属 南海朝生田      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  1:03.00

  2:17.98

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: 627



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  永井 沙耶     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.67

  1:10.07

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: 263



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  増田 頼人     所属 南海朝生田      

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

    27.85

    25.51

  1:07.13

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: 310



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 桃乃     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     30.05

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: 237



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  松林 美杏     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    33.77

  1:15.31

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: 91



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  戸田 奏南     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.85

  1:08.15

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: 104



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  明日 孝允     所属 南海朝生田      

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    57.86

  2:06.70

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: 167



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  佐々木大弥     所属 南海朝生田      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    29.64

    26.89

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 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: 217



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  髙須賀壮太     所属 南海朝生田      

２００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

４００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

  2:07.22

  4:32.30

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: 138



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  竹ノ内 悠     所属 南海朝生田      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    25.85

    55.87

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: 174


