
学年氏　名 冨山　快生                    高校 2年

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分18秒63 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 篠﨑　　翔                    中学 2年

男子 13～14歳   50m 自由形   24秒90 1月20日

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 13～14歳  100m 自由形   54秒58

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  200m バタフライ  2分20秒24 1月20日

氏　名 東灘　空良                    中学 1年

所属名 Ryuow

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   29秒25 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分06秒56 1月20日

氏　名 中野　元道                    中学 1年

所属名 Ryuow

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   28秒37 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分00秒89 1月20日

氏　名 福本　歩夢                    中学 1年

所属名 Ryuow

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   39秒71 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   45秒56 1月20日

氏　名 中野　元太                    小学 4年

所属名 Ryuow

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 平泳ぎ   42秒21 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   33秒41 1月20日
男子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分30秒60 1月20日

氏　名 井上　雄斗                    小学 4年

所属名 Ryuow

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   45秒95 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   59秒95 1月20日

氏　名 中野　遥人                    小学 4年

所属名 Ryuow

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  200m 個人メドレー  3分22秒10 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   38秒93 1月20日

氏　名 竹本　大輝                    小学 3年

所属名 Ryuow

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   37秒33 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   45秒81 1月20日

氏　名 上岡　莉己                    小学 3年

所属名 Ryuow

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 棄権 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ 棄権 1月20日

氏　名 井上　幹雄                    小学 3年

所属名 Ryuow

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 背泳ぎ   55秒03 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ  1分02秒63 1月20日

氏　名 松本　韻生                    小学 1年

所属名 Ryuow

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  100m 背泳ぎ  1分08秒11 1月20日
女子 13～14歳  200m 背泳ぎ  2分27秒26 1月20日

氏　名 冨山明央生                    中学 3年

所属名 Ryuow

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  200m 自由形  2分22秒17 1月20日
女子 13～14歳  400m 自由形  4分52秒32 1月20日

氏　名 土井　七海                    中学 2年

所属名 Ryuow

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  100m バタフライ  1分09秒53 1月20日
女子 13～14歳  200m バタフライ  2分35秒31 1月20日

氏　名 松本　香鈴                    中学 2年

所属名 Ryuow

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  200m 平泳ぎ  2分53秒70 1月20日

女子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分21秒90 1月20日
女子 13～14歳   50m 平泳ぎ   38秒81 1月20日

氏　名 上岡　由佳                    中学 2年

所属名 Ryuow

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  100m 自由形  1分04秒74 1月20日

女子 13～14歳   50m 自由形   28秒80 1月20日
女子 13～14歳  100m バタフライ  1分10秒60 1月20日

氏　名 坂本　蘭世                    中学 1年

所属名 Ryuow

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  100m 平泳ぎ  1分30秒25 1月20日
女子 13～14歳  200m 平泳ぎ  3分07秒29 1月20日

氏　名 前田明日香                    中学 1年

所属名 Ryuow

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  100m バタフライ  1分18秒90 1月20日
女子 13～14歳  200m バタフライ  2分54秒40 1月20日

氏　名 土井　柚月                    中学 1年

所属名 Ryuow

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 自由形   31秒68 1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   34秒78 1月20日

氏　名 渡邊　心暖                    小学 6年

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
女子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分32秒55 1月20日

女子 11～12歳   50m 自由形   35秒52

氏　名 大澤　由芽                    小学 6年

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

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）



学年

樹 立 日

女子 11～12歳  100m バタフライ  1分24秒34 1月20日

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 松本　結奈                    小学 5年

1月20日女子 11～12歳   50m バタフライ   38秒78

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）



学年氏　名 京森　和花                    小学 5年

所属名 Ryuow

1月20日
女子 10歳以下  100m 自由形  1分09秒05 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   31秒54

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）



学年

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   34秒13 1月20日

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 上田こはる                    小学 3年

1月20日女子 10歳以下  100m 自由形  1分15秒16

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）



学年氏　名 野馬　紬暉                    小学 3年

所属名 Ryuow

1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   48秒11 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   41秒26

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）



学年

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   35秒69 1月20日

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 菊地　希実                    小学 3年

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   40秒13

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）



学年氏　名 田中　希空                    小学 3年

所属名 Ryuow

1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   40秒30 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー 失格

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）



学年

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   36秒79 1月20日

所属名 Ryuow

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 岡田ひなた                    小学 3年

1月20日女子 10歳以下   50m バタフライ   41秒12

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）



学年氏　名 平井　結月                    小学 2年

所属名 Ryuow

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   51秒35 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   45秒53

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）


