
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  菊地 玲那     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     38.14

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: 4



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  菊地真斐呂     所属 MESSA      

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

    35.81

    31.67

  1:24.27

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: 12



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  清水康太郎     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１５００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    27.57

  1:00.73

 17:20.61

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 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: 548



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  土居 夢奈     所属 MESSA      

５０ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ平泳ぎ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    43.11

  1:33.77

    36.40

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: 110



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  熊坂 玲那     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝     38.97

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: 10



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 智弥     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

１００ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    30.85

  1:08.34

    29.19

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: 219



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  清水 瑛透     所属 MESSA      

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

    34.71

  1:13.35

  2:41.40

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: 446



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  土居 蒼空     所属 MESSA      

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

    46.63

    38.70

  3:36.51

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: 146



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  宮中 七海     所属 MESSA      

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

１００ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    35.21

  1:19.21

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 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: 12



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  堀江 美祐     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    31.67

    29.90

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: 152



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  宮中 海翔     所属 MESSA      

５０ｍバタフライ ﾀｲﾑ決勝

５０ｍ自由形 ﾀｲﾑ決勝

    44.59

    37.55

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: 19



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  田中紗百合     所属 MESSA      

５０ｍ背泳ぎ 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

    46.59

    39.38

  1:43.21

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 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: 37



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  岩城 芽衣     所属 MESSA      

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

    32.34

  1:09.04

  2:27.99

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: 33


