
学年氏　名 廣田　琉可                    中学 2年

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 13～14歳  200m 個人メドレー

男子 13～14歳  200m 自由形

男子 13～14歳   50m バタフライ

 2分37秒11 1月20日
 2分20秒29 1月20日

  31秒70 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 後藤　伊織                    中学 2年

男子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分44秒50 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 13～14歳  100m 自由形  1分07秒48

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  200m 個人メドレー  2分43秒35 1月20日
男子 13～14歳   50m 自由形   31秒00 1月20日

氏　名 浦川　　来                    中学 2年

所属名 フィッタ新居浜

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15 1月20日

男子 13～14歳  100m 背泳ぎ  1分22秒46 1月20日
男子 13～14歳  200m 自由形  2分28秒98 1月20日

氏　名 雨宮　優太                    中学 1年

所属名 フィッタ新居浜

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 平泳ぎ 失格 1月20日
男子 13～14歳   50m 平泳ぎ   42秒82 1月20日

氏　名 芥川　大地                    中学 1年

所属名 フィッタ新居浜

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47 1月20日

男子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分49秒69 1月20日
男子 13～14歳   50m 自由形   32秒43 1月20日

氏　名 築山　楓太                    中学 1年

所属名 フィッタ新居浜

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  3分12秒22 1月20日
男子 13～14歳   50m 背泳ぎ   40秒85 1月20日

氏　名 森　　柊人                    中学 1年

所属名 フィッタ新居浜

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 平泳ぎ  1分32秒73 1月20日
男子 13～14歳  200m 平泳ぎ  3分18秒70 1月20日

氏　名 早田　和広                    中学 1年

所属名 フィッタ新居浜

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   37秒49 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   30秒81 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分24秒64 1月20日

氏　名 広瀬　秀悟                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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 バタフライ  1分34秒63 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分01秒68 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分29秒76 1月20日

氏　名 安藤　敦寛                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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   30秒08 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分06秒36 1月20日

氏　名 浦川　明日                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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 平泳ぎ  1分31秒03 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   36秒34 1月20日

氏　名 秦　　友輝                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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   37秒68 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   45秒09 1月20日

氏　名 矢野　琉星                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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 バタフライ   40秒91 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分21秒04 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   35秒80 1月20日

氏　名 吉原　英慎                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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07秒81 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分41秒92 1月20日
男子 11～12歳  100m バタフライ  1分14秒31 1月20日

氏　名 山内　遥哉                    小学 6年

所属名 フィッタ新居浜

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14秒80 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   34秒71 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分32秒82 1月20日

氏　名 金子　煌生                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

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   38秒52 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   46秒06 1月20日

氏　名 森　　瑞葵                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

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   33秒66 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分14秒73 1月20日

氏　名 倉田　修心                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

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 バタフライ   31秒98 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分36秒52 1月20日
男子 11～12歳  100m バタフライ  1分11秒06 1月20日

氏　名 真鍋　千賢                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

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 バタフライ   34秒55 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分01秒66 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   37秒91 1月20日

氏　名 寺尾　匠正                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   28秒19 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分37秒70

氏　名 森田　淳夢                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

1月20日男子 11～12歳   50m バタフライ   30秒42

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 11～12歳   50m 自由形   38秒40 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 中森　響生                    小学 5年

1月20日男子 11～12歳   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）



学年氏　名 浦川　日向                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分22秒02 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 11～12歳  100m バタフライ  1分41秒28

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 背泳ぎ   40秒27 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 安藤　諒人                    小学 5年

1月20日男子 10歳以下  100m 自由形  1分19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）



学年氏　名 安藤　秀晃                    小学 5年

所属名 フィッタ新居浜

                              1月20日
男子 10歳以下  100m 自由形  1分51秒17 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   47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

樹 立 日

男子 10歳以下   50m 自由形   35秒08 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 永井　勇成                    小学 5年

1月20日
男子 10歳以下  100m 自由形  1分22秒92 1月20日

男子 10歳以下   50m バタフライ   40秒34

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 大西　勇翔                    小学 4年

所属名 フィッタ新居浜

1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形 棄権 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 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 平泳ぎ 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）



学年

樹 立 日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分41秒20 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 後藤　謙斗                    小学 3年

1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   47秒77 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   38秒83

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 長谷川陽希                    小学 3年

所属名 フィッタ新居浜

1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ 失格 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   45秒10

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  200m 個人メドレー  2分56秒86 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 伊藤　夏樹                    小学 3年

1月20日
男子 10歳以下  100m 自由形  1分14秒78 1月20日

男子 10歳以下  200m 自由形  2分43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 森田　尚斗                    小学 2年

所属名 フィッタ新居浜

1月20日
男子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分46秒92 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分23秒10

1月20日男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   48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

樹 立 日

女子 10歳以下   50m 自由形   45秒22 1月20日

所属名 フィッタ新居浜

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 中村　優希                    小学 3年

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   55秒09

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）


