
学年氏　名 藤野　恵多                    高校 1年

所属名 フィッタ重信

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  100m 平泳ぎ

男子 15～18歳   50m 平泳ぎ

男子 15～18歳  200m 背泳ぎ

 1分08秒64 1月20日
  31秒21 1月20日

 2分24秒84 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 西原　快進                    高校 1年

男子 15～18歳   50m 自由形   25秒65 1月20日

所属名 フィッタ重信

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分10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）

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   50m 自由形   26秒33 1月20日
男子 13～14歳   50m バタフライ   29秒23 1月20日

氏　名 重松　春輝                    中学 2年

所属名 フィッタ重信

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 自由形  2分01秒95 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形   57秒24 1月20日

氏　名 向居　大晴                    中学 2年

所属名 フィッタ重信

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 背泳ぎ 棄権 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形 棄権 1月20日
男子 13～14歳   50m 背泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 山﨑　奏悠                    中学 2年

所属名 フィッタ重信

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  400m 自由形  4分37秒08 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形   27秒60 1月20日
男子 13～14歳  200m 自由形  2分10秒04 1月20日

氏　名 北原　大裕                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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   50m 自由形   27秒43 1月20日
男子 13～14歳  200m 自由形  2分09秒14 1月20日

氏　名 名智　　馨                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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07秒19 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形   29秒52 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   38秒74 1月20日

氏　名 宮内　翔正                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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 背泳ぎ   35秒67 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   30秒54 1月20日
男子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分17秒24 1月20日

氏　名 伊藤　遼人                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   32秒05 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分11秒70 1月20日

氏　名 長曽我部聖也                  小学 6年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   31秒93 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分10秒82 1月20日

氏　名 村上　夏輝                    小学 6年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   35秒69 1月20日

氏　名 大松廉太朗                    小学 5年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   35秒38 1月20日

氏　名 山内　真彰                    小学 5年

所属名 フィッタ重信

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14秒10 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   33秒91 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   42秒38 1月20日

氏　名 髙橋　昂大                    小学 4年

所属名 フィッタ重信

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   50m 自由形   30秒92 1月20日
女子 15～18歳  100m 自由形  1分08秒55 1月20日

氏　名 川原　　葵                    高校 1年

所属名 フィッタ重信

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  200m 平泳ぎ 棄権 1月20日

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

氏　名 中野　　優                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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   50m 自由形   32秒67 1月20日

氏　名 倉田　紬世                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   34秒60 1月20日

氏　名 山内　悠莉                    中学 1年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   37秒68 1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   41秒44 1月20日

氏　名 西森　実咲                    小学 5年

所属名 フィッタ重信

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 自由形   33秒01 1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   37秒64 1月20日

氏　名 越智　佳澄                    小学 5年

所属名 フィッタ重信

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   35秒91 1月20日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分02秒24

氏　名 加地　優茉                    小学 5年

所属名 フィッタ重信

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 10歳以下  200m 個人メドレー  2分41秒56 1月20日

所属名 フィッタ重信

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 田丸　一花                    小学 5年

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   32秒85 1月20日

女子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分25秒54

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 中田　律子                    小学 3年

所属名 フィッタ重信

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   40秒32 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17

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）



（ ）

年

 3分54秒75

  56秒40

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

所 属 名 フィッタ重信

第１泳者 向居　大晴                    第２泳者 名智　　馨                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 北原　大裕                    第４泳者 重松　春輝                    

男子  400m リレー

記 録


