
学年氏　名 石原慎太郎                    高校 1年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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08秒46 1月20日
 4分29秒80 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 塩見　頼生                    中学 2年

男子 13～14歳   50m 自由形 棄権 1月20日

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 13～14歳  100m 自由形 棄権

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  100m 平泳ぎ 棄権 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 渡部　　蓮                    中学 1年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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51秒52 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   42秒28 1月20日

氏　名 越智　　渉                    中学 1年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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29秒59 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分10秒47 1月20日

氏　名 石原孝太郎                    小学 5年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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 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 白石　和士                    小学 4年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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   58秒51 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分50秒87 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   46秒90 1月20日

氏　名 尾田　絆莉                    小学 3年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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  100m 平泳ぎ  1分15秒81 1月20日
女子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分40秒32 1月20日

氏　名 丹下　温楓                    中学 3年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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 個人メドレー  2分48秒29 1月20日
女子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分29秒23 1月20日

氏　名 丹下　愛萌                    小学 6年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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 個人メドレー 棄権 1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 石井　柚姫                    小学 6年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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 個人メドレー  3分07秒49 1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   36秒35 1月20日

氏　名 川村　樹杏                    小学 5年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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 バタフライ   33秒21 1月20日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分40秒24 1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   30秒93 1月20日

氏　名 日野姫花李                    小学 5年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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   51秒25 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   45秒51 1月20日

氏　名 佐々木悠良                    小学 4年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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   52秒40 1月20日

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

氏　名 平塚　夢乃                    小学 4年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

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  200m 個人メドレー  3分47秒37 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   55秒31 1月20日

氏　名 佐々木結萌                    小学 2年

所属名 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日


