
学年氏　名 二宮龍之輔                    高校 2年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳   50m 自由形

男子 15～18歳   50m 平泳ぎ

男子 15～18歳   50m バタフライ

棄権 1月20日
棄権 1月20日
棄権 1月20日

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

上記競技大会において記録を認定いたします



学年氏　名 清水康太郎                    高校 1年

男子 15～18歳  100m バタフライ  1分01秒32 1月20日

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 15～18歳  200m バタフライ  2分13秒27

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分15秒33 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   34秒62 1月20日

氏　名 中島　詢人                    中学 2年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 13～14歳   50m 自由形   31秒14 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分07秒52 1月20日

氏　名 上岡　碧斗                    中学 2年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   34秒74 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形   30秒23 1月20日
男子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分15秒68 1月20日

氏　名 清水　瑛透                    中学 1年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 11～12歳   50m 自由形   29秒19 1月20日

氏　名 大西　温士                    中学 1年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   38秒97 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分05秒11 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分27秒25 1月20日

氏　名 上岡　唯人                    小学 6年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 10歳以下   50m バタフライ   45秒49 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分34秒99 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   39秒14 1月20日

氏　名 土居　蒼空                    小学 3年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 10歳以下  100m 自由形  1分49秒08 0 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   46秒11 0 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ 失格 0 1月20日

氏　名 飯田　空武                    小学 3年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

男子 10歳以下   50m 自由形   53秒01 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ  1分03秒36 1月20日

氏　名 土居　愛宙                    小学 1年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

女子 13～14歳   50m 自由形   29秒95 1月20日
女子 13～14歳   50m バタフライ   31秒35 1月20日

氏　名 堀江　美祐                    中学 2年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

女子 13～14歳   50m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 武田　沙耶                    中学 2年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   44秒59 1月20日

女子 11～12歳   50m 自由形   35秒93 1月20日
女子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分34秒80 1月20日

氏　名 土居　夢奈                    中学 1年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分44秒50 1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   41秒35 1月20日

氏　名 熊坂　玲那                    小学 5年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

上記競技大会において記録を認定いたします

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

女子 10歳以下   50m 自由形   41秒33 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   50秒63 1月20日

氏　名 田中紗百合                    小学 3年

所属名 MESSA

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日


