
学年氏　名 井上航太朗                    高校 1年

所属名 コナミ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  100m バタフライ 失格 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 梶田　尚輝                    高校 1年

男子 15～18歳   50m 自由形   24秒63 1月20日

所属名 コナミ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 15～18歳  100m 自由形   54秒16

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   50m 自由形   26秒60 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形   57秒70 1月20日

氏　名 浦　　陸人                    高校 1年

所属名 コナミ松山

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  100m バタフライ  1分09秒09 1月20日
男子 13～14歳   50m バタフライ   29秒30 1月20日

氏　名 大西　勇輝                    中学 2年

所属名 コナミ松山

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  100m 平泳ぎ  1分13秒35 1月20日
男子 13～14歳  200m 平泳ぎ  2分44秒56 1月20日

氏　名 羽田野颯太                    中学 1年

所属名 コナミ松山

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86 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形   58秒75 1月20日

氏　名 梶田　洸貴                    中学 1年

所属名 コナミ松山

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 平泳ぎ  1分24秒55 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   39秒25 1月20日

氏　名 越智　通康                    小学 5年

所属名 コナミ松山

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   30秒68 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分09秒12 1月20日

氏　名 奈良　孟拓                    小学 5年

所属名 コナミ松山

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 バタフライ  1分12秒80 1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   32秒21 1月20日

氏　名 村田　　楓                    小学 5年

所属名 コナミ松山

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 背泳ぎ   42秒14 1月20日

男子 10歳以下  200m 個人メドレー 失格 1月20日
男子 10歳以下   50m 自由形   34秒49 1月20日

氏　名 兵頭　悠晟                    小学 4年

所属名 コナミ松山

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 15～18歳   50m 自由形   30秒71 1月20日

氏　名 渡邉帆乃夏                    中学 3年

所属名 コナミ松山

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 13～14歳   50m 自由形   28秒55 1月20日
女子 13～14歳  100m 自由形  1分02秒81 1月20日

氏　名 野木こころ                    中学 1年

所属名 コナミ松山

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 11～12歳  200m 個人メドレー  2分40秒42 1月20日
女子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分14秒40 1月20日

氏　名 細川みなみ                    小学 6年

所属名 コナミ松山

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   34秒72 1月20日
女子 10歳以下  100m 自由形  1分14秒99 1月20日

氏　名 森川　絵理                    小学 4年

所属名 コナミ松山

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   38秒70 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   52秒94 1月20日

氏　名 水口　　倫                    小学 3年

所属名 コナミ松山

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   35秒80 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   40秒15 1月20日

氏　名 村田　　椛                    小学 3年

所属名 コナミ松山

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 背泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 上田　　花                    小学 3年

所属名 コナミ松山

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日


