
学年氏　名 北岡　玲男                    高校 2年

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  200m 自由形

男子 15～18歳  400m 自由形

 2分01秒06 1月20日
 4分20秒29 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 山口　　空                    中学 2年

男子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分06秒73 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 13～14歳  200m 平泳ぎ  2分23秒68

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 1500m 自由形 20分02秒34 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分08秒43 1月20日

氏　名 内田明日翔                    中学 2年

所属名 ファイブテン

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  100m 自由形  1分13秒22 1月20日

男子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分53秒21 1月20日
男子 13～14歳  200m 自由形  2分33秒72 1月20日

氏　名 塩﨑　汰輝                    中学 2年

所属名 ファイブテン

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  200m 個人メドレー  2分55秒00 1月20日
男子 13～14歳  100m 背泳ぎ  1分17秒46 1月20日

氏　名 安藤　陽輝                    中学 1年

所属名 ファイブテン

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   59秒23 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   27秒26 1月20日
男子 11～12歳  200m 自由形  2分08秒57 1月20日

氏　名 金田　浩聖                    小学 6年

所属名 ファイブテン

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  2分34秒30 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分04秒24 1月20日

氏　名 福田　英寿                    小学 6年

所属名 ファイブテン

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  2分34秒55 1月20日
男子 11～12歳  200m 自由形  2分19秒29 1月20日

氏　名 佐藤　　光                    小学 6年

所属名 ファイブテン

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   41秒64 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分00秒19 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分31秒88 1月20日

氏　名 弓立　奏太                    小学 5年

所属名 ファイブテン

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 背泳ぎ 失格 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   42秒74 1月20日

氏　名 森田　碧星                    小学 5年

所属名 ファイブテン

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   46秒74 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ  1分02秒55 1月20日

氏　名 片岡　煌貴                    小学 4年

所属名 ファイブテン

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09秒30 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   39秒07 1月20日

氏　名 一井　克斗                    小学 4年

所属名 ファイブテン

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   55秒23 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分25秒41 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   39秒19 1月20日

氏　名 岡　　拓生                    小学 4年

所属名 ファイブテン

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23秒00 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分10秒49 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   42秒09 1月20日

氏　名 大滝　陽平                    小学 4年

所属名 ファイブテン

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 棄権 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー 棄権 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 今城　絆空                    小学 4年

所属名 ファイブテン

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 背泳ぎ  1分25秒51 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   40秒42 1月20日

氏　名 森田　蒼琉                    小学 3年

所属名 ファイブテン

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   52秒89 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分39秒47 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   40秒48 1月20日

氏　名 藤原琥太郎                    小学 2年

所属名 ファイブテン

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   52秒22 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分21秒97 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   41秒07 1月20日

氏　名 金田　莉東                    小学 2年

所属名 ファイブテン

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  4分06秒85 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   50秒39 1月20日

氏　名 隅田　和杜                    小学 1年

所属名 ファイブテン

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 15～18歳  800m 自由形  9分47秒75 1月20日
女子 15～18歳  400m 自由形  4分41秒85 1月20日

氏　名 吉田　若菜                    高校 2年

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
女子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分34秒61 1月20日

女子 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分13秒70

氏　名 深川　瑚夏                    中学 3年

所属名 ファイブテン

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 13～14歳  200m 自由形  2分13秒47 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 神野　朱里                    中学 2年

1月20日女子 13～14歳  100m 自由形  1分03秒84

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 中村　遙花                    中学 2年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 13～14歳  200m バタフライ  2分48秒77 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 13～14歳  100m バタフライ  1分15秒29

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 13～14歳  200m 個人メドレー  2分34秒78 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 神野　桃花                    中学 2年

1月20日女子 13～14歳  100m 自由形  1分04秒89

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 水野　優那                    小学 6年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 11～12歳  200m 自由形  2分39秒75 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  2分56秒46

1月20日女子 11～12歳  100m 自由形  1分13秒43

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 平泳ぎ  1分31秒60 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 澤井　千紘                    小学 6年

1月20日女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   42秒20

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 吉田　芽生                    小学 6年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   31秒75 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 11～12歳  100m バタフライ  1分07秒29

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  200m 個人メドレー  2分47秒56 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 今城　姫桜                    小学 5年

1月20日
女子 11～12歳  200m 自由形  2分31秒79 1月20日

女子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分18秒39

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 高橋　杏実                    小学 5年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分19秒42 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  2分48秒03

1月20日女子 11～12歳   50m バタフライ   35秒02

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  200m 個人メドレー 失格 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 杉森　加歩                    小学 5年

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   52秒99

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 星田　京美                    小学 4年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 10歳以下  100m 背泳ぎ  1分18秒27 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  2分41秒94

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   41秒15

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  200m 個人メドレー  2分38秒77 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 藤田　真央                    小学 4年

1月20日女子 10歳以下   50m バタフライ   36秒71

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 細川　美海                    小学 3年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   46秒24 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  3分26秒92

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  100m 背泳ぎ  1分28秒91 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 二宮　花音                    小学 3年

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   47秒59

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 片岡　咲貴                    小学 3年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   47秒37 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   42秒97

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   40秒72 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 深川　花夏                    小学 2年

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   51秒71

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 永井　陽菜                    小学 1年

所属名 ファイブテン

1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ  1分03秒18                               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   48秒88

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   52秒35 1月20日

所属名 ファイブテン

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 星田　一華                    幼児 年

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ  1分04秒31                               

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）


