
学年氏　名 小野　聖流                    高校 1年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  100m バタフライ

男子 15～18歳   50m バタフライ

男子 15～18歳  200m バタフライ

  59秒87 1月20日
  27秒21 1月20日

 2分08秒64 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 竹内　稜翔                    中学 3年

男子 15～18歳  200m 個人メドレー  2分13秒75 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   50m 自由形   23秒81

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 背泳ぎ  2分09秒13 1月20日

男子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分19秒76 1月20日
男子 13～14歳  100m 背泳ぎ  1分01秒69 1月20日

氏　名 藤原　優斗                    中学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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 バタフライ  2分36秒02 1月20日

男子 13～14歳   50m 自由形   29秒74 1月20日
男子 13～14歳  100m バタフライ  1分09秒20 1月20日

氏　名 内田　圭祐                    中学 1年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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66 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  2分33秒85 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   29秒32 1月20日

氏　名 中田　智大                    小学 6年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   38秒37 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分10秒00 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   34秒86 1月20日

氏　名 南　　楓大                    小学 6年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   41秒70 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   35秒60 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分32秒75 1月20日

氏　名 宮崎　捲史                    小学 6年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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14 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー  3分03秒51 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   34秒39 1月20日

氏　名 岡本　悠希                    小学 5年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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61 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分12秒27 1月20日

氏　名 篠原　正成                    小学 5年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   38秒96 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   33秒78 1月20日
男子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分24秒80 1月20日

氏　名 角川　琉斗                    小学 5年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   45秒78 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分31秒81 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   39秒95 1月20日

氏　名 赤野　文彦                    小学 5年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   47秒12 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分17秒93 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   35秒87 1月20日

氏　名 野村　慶汰                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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 棄権 1月20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 自由形 棄権 1月20日

氏　名 宮崎　凌輔                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   30秒47 1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   40秒17 1月20日

氏　名 久保翔太郎                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   42秒76 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  2分50秒71 1月20日
男子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分31秒99 1月20日

氏　名 中田　陸翔                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   41秒68 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分26秒61 1月20日
男子 10歳以下  100m バタフライ  1分35秒44 1月20日

氏　名 南　　颯真                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   55秒54 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   45秒28 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   53秒43 1月20日

氏　名 赤野　弘幸                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   59秒62 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   44秒44 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ  1分00秒75 1月20日

氏　名 守谷　亮飛                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   53秒24 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   41秒57 1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   51秒26 1月20日

氏　名 尾藤　渉大                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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48 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分33秒28 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   41秒90 1月20日

氏　名 門田　陸翔                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

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   50秒86 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   44秒08

氏　名 脇　　章人                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

1月20日男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   54秒49

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24秒55 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 岸田　泰明                    小学 1年

1月20日
男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   46秒79 1月20日

男子 10歳以下   50m 自由形   39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）



学年氏　名 松本　結衣                    高校 1年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 15～18歳  100m 自由形  1分04秒17 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳   50m 自由形   28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

樹 立 日

女子 15～18歳   50m 自由形   27秒98 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 玉井　うの                    中学 3年

1月20日
女子 15～18歳  100m 自由形  1分01秒00 1月20日

女子 15～18歳  200m 自由形  2分09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）



学年氏　名 青木　春音                    小学 6年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 11～12歳   50m 背泳ぎ   34秒71 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 11～12歳   50m 自由形   29秒58

1月20日女子 11～12歳  100m 自由形  1分05秒81

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41 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 小椋　萌可                    小学 4年

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

女子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分37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）



学年氏　名 内田　侑花                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 10歳以下  100m 平泳ぎ  1分29秒00 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   32秒33

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   42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

樹 立 日

女子 10歳以下  200m 個人メドレー  3分22秒66 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 片山　晶子                    小学 4年

1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   46秒87 1月20日

女子 10歳以下   50m 自由形   38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 藤原　萌叶                    小学 4年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   37秒05 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  3分27秒56

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   46秒46

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  3分22秒43 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 岡本　彩花                    小学 2年

1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   51秒19                               1月20日

女子 10歳以下  100m バタフライ  1分35秒33

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 青木　花音                    小学 2年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   36秒04 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  3分08秒17

1月20日女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   40秒63

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   47秒34 1月20日

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 宮崎　倖歩                    小学 2年

1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   57秒12 1月20日

女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   54秒24

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 脇　　栞那                    小学 1年

所属名 ｴﾘｴｰﾙSRT

1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   55秒27 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   48秒20

1月20日女子 10歳以下   50m 平泳ぎ  1分03秒91

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

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 第４泳者

男子  400m リレー

記 録

所 属 名 ｴﾘｴｰﾙSRT

第１泳者 第２泳者

(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

棄権

1月20日



（ ）

年

中田　智大                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 竹内　稜翔                    第４泳者 小野　聖流                    

男子  200m メドレーリレー

記 録

所 属 名 ｴﾘｴｰﾙSRT

第１泳者 藤原　優斗                    第２泳者

(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

 2分00秒23

  30秒21

1月20日



（ ）

年

 4分32秒61

 1分00秒25

1月20日

所 属 名 ｴﾘｴｰﾙSRT

第１泳者 玉井　うの                    第２泳者 青木　春音                    

アクアパレットまつやま（松山中央公園プール）

第３泳者 内田　侑花                    第４泳者 小椋　萌可                    

女子  400m 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

2019



（ ）

年

  34秒84

1月20日

 2分18秒73

 200m メドレーリレー

所 属 名 ｴﾘｴｰﾙSRT

第１泳者 青木　春音                    第２泳者 内田　侑花                    

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 玉井　うの                    第４泳者 小椋　萌可                    

女子


