
学年氏　名 桂　　瑠星                    高校 2年

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳   50m 自由形

男子 15～18歳  100m 自由形

棄権 1月20日
棄権 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 大井　義之                    高校 2年

男子 15～18歳   50m 自由形 棄権 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形 棄権 1月20日

男子 15～18歳  100m バタフライ 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 15～18歳  400m 自由形 棄権 1月20日

男子 15～18歳 1500m 自由形 棄権 1月20日
男子 15～18歳  400m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 伊藤　路人                    中学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 13～14歳   50m 自由形   26秒61 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形   59秒26 1月20日

氏　名 田坂　優成                    中学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 13～14歳   50m 自由形 棄権 1月20日
男子 13～14歳  100m 背泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 窪田　雄斗                    中学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分29秒73 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   33秒94 1月20日

氏　名 坪内　聰典                    中学 1年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 13～14歳  200m 背泳ぎ  2分13秒82 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形 棄権 1月20日
男子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分08秒14 1月20日

氏　名 野田旺太郎                    中学 1年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 11～12歳   50m 自由形   27秒00 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   29秒64 1月20日

氏　名 島田　　希                    小学 6年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   40秒11 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分40秒82 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   36秒29 1月20日

氏　名 岡﨑　一彗                    小学 6年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 11～12歳   50m 自由形   31秒45 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   34秒98 1月20日

氏　名 森田　敦也                    小学 5年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 11～12歳  100m 自由形  1分08秒00 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   30秒25 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   38秒52 1月20日

氏　名 石川　智暉                    小学 5年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下  100m バタフライ  1分21秒12 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   36秒66 1月20日

氏　名 駄場　匠介                    小学 4年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m 自由形   37秒85 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   48秒52 1月20日

氏　名 平田　優貴                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

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 三島　弘義                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分05秒89 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   34秒51 1月20日

氏　名 八重川　輝                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m バタフライ   46秒65 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   39秒83 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   47秒16 1月20日

氏　名 水野　太貴                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m 自由形   41秒29 1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   47秒80 1月20日

氏　名 前田　湊仁                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m バタフライ 棄権 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 加藤　理仁                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m 自由形   41秒24 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ 失格 1月20日

氏　名 高山　　翔                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

男子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日

男子 10歳以下   50m 背泳ぎ 棄権 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 増田　悠吾                    小学 1年

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ 失格 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   44秒01

氏　名 久保　嘉輝                    小学 1年

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

1月20日男子 10歳以下   50m バタフライ 失格

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

男子 10歳以下   50m 自由形   48秒19 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 三瀬　一太                    小学 1年

1月20日男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   59秒79                               

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 平田　克貴                    小学 1年

所属名 フィッタ松山

1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   50秒89 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下   50m 自由形   46秒18

1月20日男子 10歳以下   50m 平泳ぎ 失格

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

男子 10歳以下   50m 自由形   54秒15 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 濱　　航大                    小学 1年

1月20日男子 10歳以下   50m 平泳ぎ  1分13秒80

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 兵頭　里美                    高校 2年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分36秒23 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳   50m 平泳ぎ   35秒11

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 15～18歳  100m 背泳ぎ  1分13秒68 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 樋口　美羽                    中学 3年

1月20日女子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分56秒21

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 戎森かんな                    中学 1年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 13～14歳  200m バタフライ  2分46秒84 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11秒35

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22秒54 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 藤岡　　凛                    中学 1年

1月20日女子 13～14歳  100m 自由形  1分05秒70

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 西岡奈津樹                    小学 6年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 11～12歳   50m バタフライ   31秒82 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11秒75

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52秒25 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 窪田　美咲                    小学 6年

1月20日
女子 11～12歳   50m 背泳ぎ   36秒30 1月20日

女子 11～12歳   50m 自由形   32秒40

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 立川　千紘                    小学 6年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   32秒21 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19

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25秒31 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 清家　美羽                    小学 6年

1月20日女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   39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）



学年氏　名 三島　綾乃                    小学 6年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   31秒52 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50秒22

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 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 大谷　心咲                    小学 5年

1月20日女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   39秒35

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　紗英                    小学 4年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   44秒70 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   33秒73

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   32秒38 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 濱　さくら                    小学 4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）



学年氏　名 高山　結衣                    小学 4年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   31秒09 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52秒50

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   30秒86 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 吉田　千暁                    小学 4年

1月20日女子 10歳以下   50m バタフライ   32秒41

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 荒谷　結奏                    小学 4年

所属名 フィッタ松山

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   37秒76 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   35秒03

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

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 乃万　美嘉                    小学 3年

1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   40秒43 1月20日

女子 10歳以下   50m 自由形   36秒02

樹 立 日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分11秒58 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 星山　心結                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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

女子 10歳以下   50m 自由形

棄権 1月20日
棄権 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 西田　瑚雪                    小学 3年

女子 10歳以下   50m 自由形   33秒82 1月20日

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   43秒40

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）

女子 10歳以下   50m 自由形   38秒89 1月20日
女子 10歳以下  100m 自由形  1分28秒08 1月20日

氏　名 大野　結菜                    小学 3年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m バタフライ   50秒88 1月20日

女子 10歳以下   50m 自由形   41秒38 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   54秒93 1月20日

氏　名 山本　涼華                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 得永　法花                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m 自由形   39秒00 1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   47秒73 1月20日

氏　名 石川　　葵                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m 自由形   41秒19 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   53秒16 1月20日

氏　名 吉野　彩来                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m 自由形   43秒43 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   57秒66 1月20日

氏　名 井上　結貴                    小学 2年

所属名 フィッタ松山

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）

女子 10歳以下   50m 自由形   43秒56 1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   55秒66 1月20日

氏　名 三島　彩織                    小学 1年

所属名 フィッタ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



（ ）

年

 1分51秒62

  26秒73

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 フィッタ松山

第１泳者 島田　　希                    第２泳者 田坂　優成                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 坪内　聰典                    第４泳者 石川　智暉                    

男子  200m リレー

記 録



（ ）

年2019

坪内　聰典                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 田坂　優成                    第４泳者 島田　　希                    

男子  400m メドレーリレー

記 録

(第１泳者)

上記競技大会において記録を認定いたします

所 属 名 フィッタ松山

第１泳者 野田旺太郎                    第２泳者

 4分29秒80

 1分01秒82

1月20日



（ ）

年2019

記 録

(第１泳者)

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）

第３泳者 濱　さくら                    第４泳者 吉田　千暁                    

女子  200m リレー

所 属 名 フィッタ松山

第１泳者 高山　結衣                    第２泳者 西田　瑚雪                    

  30秒87

1月20日

 2分04秒71



（ ）

年

 2分20秒86

  34秒85

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 フィッタ松山

第１泳者 高山　結衣                    第２泳者 荒谷　結奏                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 吉田　千暁                    第４泳者 濱　さくら                    

女子  200m メドレーリレー

記 録


