
学年氏　名 児玉　　遼                    中学 1年

所属名 Z-UP

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 13～14歳  200m 個人メドレー

男子 13～14歳  100m 自由形

 2分51秒05 1月20日
 1分10秒79 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 榎本　裕介                    小学 6年

男子 11～12歳   50m 自由形   30秒29 1月20日

所属名 Z-UP

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 11～12歳  100m 自由形  1分06秒21

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 11～12歳   50m 背泳ぎ   46秒11 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分24秒21 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   40秒95 1月20日

氏　名 野間　拓海                    小学 5年

所属名 Z-UP

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  200m 自由形  2分23秒68 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   33秒20 1月20日

氏　名 菊山　雄大                    小学 5年

所属名 Z-UP

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  200m 個人メドレー  3分16秒68 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分40秒94 1月20日

氏　名 加藤　佑樹                    小学 5年

所属名 Z-UP

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  100m 自由形  1分11秒97 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分05秒90 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   32秒14 1月20日

氏　名 北條　陽天                    小学 5年

所属名 Z-UP

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   43秒08 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分13秒04 1月20日
男子 10歳以下  100m 背泳ぎ  1分33秒30 1月20日

氏　名 越智　郁斗                    小学 4年

所属名 Z-UP

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  100m 自由形  1分20秒08 1月20日

女子 10歳以下   50m 自由形   36秒18 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   53秒93 1月20日

氏　名 森　　天乃                    小学 4年

所属名 Z-UP

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   43秒28 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   48秒36 1月20日

氏　名 藤﨑穂のか                    小学 3年

所属名 Z-UP

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



（ ）

年

 2分14秒70

  31秒54

1月20日

(第１泳者)

上記競技大会において記録を認定いたします

2019

 200m リレー

記 録

所 属 名 Z-UP

第１泳者 菊山　雄大                    第２泳者 榎本　裕介                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 北條　陽天                    第４泳者 野間　拓海                    

男子



（ ）

年2019

加藤　佑樹                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 榎本　裕介                    第４泳者 北條　陽天                    

男子  200m メドレーリレー

記 録

(第１泳者)

上記競技大会において記録を認定いたします

所 属 名 Z-UP

第１泳者 菊山　雄大                    第２泳者

失格

1月20日


