
学年

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

棄権 1月20日

氏　名 山本　将史                    一般

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 無差別   50m バタフライ



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）

樹 立 日

男子 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分09秒08 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 15～18歳   50m 背泳ぎ   30秒50

氏　名 兵頭　慧真                    高校 1年



学年

男子 15～18歳   50m 自由形   24秒09 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形   52秒47 1月20日

氏　名 菊地　空音                    中学 3年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 山本　大成                    中学 1年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 13～14歳   50m 自由形   31秒30 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分13秒65 1月20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

男子 13～14歳   50m 自由形   30秒10 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分06秒65 1月20日

氏　名 小池蔵乃丞                    中学 1年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 越智　史洋                    小学 6年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 11～12歳  100m 自由形  1分23秒56 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   35秒03 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分29秒93 1月20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

男子 11～12歳   50m 自由形   30秒32 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   39秒64 1月20日

氏　名 松田　康生                    小学 6年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 橋本　怜空                    小学 6年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 11～12歳   50m 自由形   32秒60 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   36秒56 1月20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

男子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分18秒06 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   36秒14 1月20日

氏　名 植田　　睦                    小学 6年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 石山　千吏                    小学 5年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分21秒28 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   37秒75 1月20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

男子 11～12歳   50m 自由形   35秒33 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   43秒29 1月20日

氏　名 戒能　　駿                    小学 5年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 山﨑　創太                    小学 5年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 11～12歳   50m 自由形   31秒41 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分08秒30 1月20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

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分03秒23 1月20日
男子 10歳以下  100m 背泳ぎ  1分22秒24 1月20日

氏　名 近藤　優大                    小学 5年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下  200m 背泳ぎ  2分56秒95 1月20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）



学年氏　名 満汐　航士                    小学 4年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下   50m 自由形   34秒39 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   43秒86 1月20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

男子 10歳以下   50m 自由形   35秒51 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   41秒82 1月20日

氏　名 松岡　　遼                    小学 4年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 矢野　正宗                    小学 2年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20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

男子 10歳以下   50m 自由形   45秒11 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   50秒82 1月20日

氏　名 近藤　慶大                    小学 1年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下   50m バタフライ   53秒78 1月20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）



学年氏　名 菅原　千博                    高校 2年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳   50m 自由形   26秒18 1月20日
女子 15～18歳  100m 自由形   57秒42 1月20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

女子 15～18歳   50m 平泳ぎ   32秒91 1月20日

氏　名 岡田　　彩                    高校 2年

所属名 アズサ松山

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）



学年氏　名 菊地　華乃                    高校 2年

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳  100m バタフライ 棄権 1月20日
女子 15～18歳   50m バタフライ 棄権 1月20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

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）

1月20日女子 15～18歳   50m 背泳ぎ   34秒54

1月20日
女子 15～18歳  100m 背泳ぎ  1分16秒73 1月20日

女子 15～18歳   50m 自由形   31秒45

氏　名 寺坂　　栞                    高校 1年

所属名 アズサ松山

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）

1月20日
女子 13～14歳  100m 自由形  1分09秒18 1月20日

女子 13～14歳   50m 背泳ぎ   37秒04

樹 立 日

女子 13～14歳   50m 自由形   31秒27 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 中野　瑞菜                    中学 1年



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）

1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   32秒99 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分04秒05

氏　名 西本めぐみ                    小学 6年

所属名 アズサ松山



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）

1月20日女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   46秒04

樹 立 日

女子 11～12歳   50m 自由形   37秒19 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 柏田　萌菜                    小学 5年



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）

1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   45秒08 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   48秒58

氏　名 吉田　真優                    小学 5年

所属名 アズサ松山



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）

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   40秒36 1月20日

女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   45秒80

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   36秒42 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 阿部　天香                    小学 4年



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）

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   37秒25

氏　名 菊川　來夢                    小学 4年

所属名 アズサ松山



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）

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 永田　実悠                    小学 3年



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）

1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   48秒26 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   39秒97

氏　名 植田　菜南                    小学 3年

所属名 アズサ松山



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）

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   49秒65

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   40秒03 1月20日

所属名 アズサ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 山﨑　心遥                    小学 3年


