
学年氏　名 石坂　剛也                    中学 2年

所属名 しまなみSC

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 13～14歳   50m 自由形

男子 13～14歳  100m バタフライ

男子 13～14歳   50m バタフライ

  27秒52 1月20日
 1分03秒47 1月20日

  27秒77 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 渡邊　　駿                    中学 1年

男子 13～14歳  200m 自由形  2分28秒84 1月20日

所属名 しまなみSC

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日
男子 13～14歳  400m 自由形  5分06秒87 1月20日

男子 13～14歳  100m バタフライ  1分13秒24

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  200m 背泳ぎ  2分48秒18 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分50秒99 1月20日
男子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分21秒66 1月20日

氏　名 日淺琥太朗                    小学 6年

所属名 しまなみSC

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16秒84 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分02秒40 1月20日
男子 11～12歳  200m 自由形  2分43秒66 1月20日

氏　名 渡邊　莉友                    小学 5年

所属名 しまなみSC

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20秒07 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   34秒90 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   41秒81 1月20日

氏　名 渡邊　晃汰                    小学 5年

所属名 しまなみSC

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  400m 自由形  4分41秒21 1月20日

女子 13～14歳  800m 自由形  9分53秒07 1月20日
女子 13～14歳  200m 自由形  2分13秒09 1月20日

氏　名 山本　彩実                    中学 1年

所属名 しまなみSC

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 背泳ぎ  2分52秒85 1月20日

女子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分19秒89 1月20日
女子 11～12歳  200m 自由形  2分37秒94 1月20日

氏　名 清水　彩世                    小学 5年

所属名 しまなみSC

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 平泳ぎ   50秒10 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分34秒26 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   38秒40 1月20日

氏　名 新居田音羽                    小学 5年

所属名 しまなみSC

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 バタフライ   48秒27 1月20日

女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   46秒88 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   54秒69 1月20日

氏　名 別府　明彩                    小学 3年

所属名 しまなみSC

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 背泳ぎ   46秒73 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分35秒08 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   39秒89 1月20日

氏　名 日淺　　華                    小学 3年

所属名 しまなみSC

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 平泳ぎ   54秒28 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分30秒17 1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   46秒51 1月20日

氏　名 越智　　葵                    小学 3年

所属名 しまなみSC

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 バタフライ   47秒40 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分49秒36 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   45秒12 1月20日

氏　名 岡本　心桜                    小学 2年

所属名 しまなみSC

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日


