
学年氏　名 鳥取　愛斗                    中学 2年

所属名 西条ＳＣ

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  100m バタフライ

男子 13～14歳  100m 自由形

 2分22秒86 1月20日
 1分02秒65 1月20日
 1分01秒02 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 藤田　颯斗                    中学 1年

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分32秒91 1月20日

所属名 西条ＳＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日
男子 11～12歳  200m バタフライ  2分29秒34 1月20日

男子 11～12歳  100m バタフライ  1分06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）

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  400m 自由形 棄権 1月20日
男子 11～12歳  400m 自由形 棄権 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形 棄権 1月20日
男子 11～12歳  200m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 三宅　海士                    小学 6年

所属名 西条ＳＣ

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   39秒97 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分24秒97 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   35秒81 1月20日

氏　名 加藤　　煌                    小学 5年

所属名 西条ＳＣ

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  400m 自由形  4分54秒01 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   31秒71 1月20日
男子 10歳以下  200m 自由形  2分24秒95 1月20日

氏　名 塩出　大剛                    小学 4年

所属名 西条ＳＣ

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30秒54 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分47秒93 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   49秒23 1月20日

氏　名 阿河　寛斉                    小学 4年

所属名 西条ＳＣ

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   38秒28 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  2分54秒01 1月20日
男子 10歳以下  100m 背泳ぎ  1分27秒13 1月20日

氏　名 三宅　裕貴                    小学 4年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 平泳ぎ  1分15秒35 1月20日
女子 13～14歳  200m 平泳ぎ  2分42秒55 1月20日

氏　名 山内　萌加                    中学 2年

所属名 西条ＳＣ

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  800m 自由形  9分40秒91 1月20日
女子 13～14歳  400m 自由形  4分43秒03 1月20日

氏　名 石川さくら                    中学 1年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分09秒97 1月20日

女子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分52秒81 1月20日
女子 13～14歳   50m 自由形   32秒62 1月20日

氏　名 浅木あすか                    中学 1年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分06秒53 1月20日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分47秒33 1月20日
女子 11～12歳  100m バタフライ  1分10秒40 1月20日

氏　名 安部向日葵                    中学 1年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分14秒16 1月20日

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 三村　涼葉                    小学 5年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分24秒95 1月20日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分27秒33 1月20日
女子 11～12歳   50m 自由形   36秒04 1月20日

氏　名 阿河　遥香                    小学 5年

所属名 西条ＳＣ

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   37秒33 1月20日

女子 11～12歳   50m 自由形   33秒32 1月20日
女子 11～12歳  100m バタフライ  1分19秒46 1月20日

氏　名 山内　香音                    小学 5年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分21秒39 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分21秒70 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   37秒02 1月20日

氏　名 河野　心虹                    小学 5年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分23秒02 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分26秒63 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   39秒14 1月20日

氏　名 石川　葉月                    小学 4年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分28秒40 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分38秒63 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   40秒44 1月20日

氏　名 川上　　藍                    小学 3年

所属名 西条ＳＣ

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  100m 自由形  1分49秒50 1月20日

女子 10歳以下   50m 自由形   49秒66 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ  1分10秒08 1月20日

氏　名 山内　美音                    小学 1年

所属名 西条ＳＣ

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 背泳ぎ   53秒94 1月20日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分53秒67 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   43秒22 1月20日

氏　名 三宅　玲奈                    小学 1年

所属名 西条ＳＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日


