
学年氏　名 大内　一晟                    高校 3年

所属名 石原ＳＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 15～18歳  200m 個人メドレー

男子 15～18歳   50m 背泳ぎ

 2分06秒89 1月20日
  26秒65 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 友澤　雅崇                    高校 2年

男子 15～18歳   50m 自由形   24秒77 1月20日

所属名 石原ＳＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 15～18歳  100m 自由形   55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）

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  100m バタフライ   56秒86 1月20日
男子 15～18歳  200m バタフライ  2分06秒54 1月20日

氏　名 廣川勇太郎                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分05秒57 1月20日
男子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分16秒24 1月20日

氏　名 三好　　凜                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳  200m 自由形  1分53秒63 1月20日
男子 15～18歳  400m 自由形  4分07秒99 1月20日

氏　名 花山　虹介                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳  200m 自由形  2分05秒53 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形   57秒40 1月20日

氏　名 細川直央人                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳   50m 自由形   27秒13 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形  1分05秒52 1月20日

氏　名 越智　翔太                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳  200m 個人メドレー  2分09秒48 1月20日
男子 15～18歳  400m 個人メドレー  4分34秒49 1月20日

氏　名 矢野　和尊                    高校 1年

所属名 石原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 15～18歳   50m 自由形   23秒93 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形   53秒96 1月20日

氏　名 一色明日斗                    中学 3年

所属名 石原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 13～14歳   50m 自由形   28秒14 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分03秒30 1月20日

氏　名 小野　拓巳                    中学 2年

所属名 石原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 13～14歳   50m 自由形   26秒62 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形   59秒06 1月20日

氏　名 竹永　悠人                    中学 1年

所属名 石原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 平泳ぎ   47秒91 1月20日

男子 11～12歳   50m 自由形   37秒08 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   45秒90 1月20日

氏　名 山本　隆成                    小学 5年

所属名 石原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 15～18歳   50m 自由形 棄権 1月20日
女子 15～18歳  100m 自由形 棄権 1月20日

氏　名 佐藤　友香                    高校 2年

所属名 石原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  200m 自由形  2分19秒02 1月20日
女子 11～12歳  100m 自由形  1分04秒54 1月20日

氏　名 上甲　涼帆                    小学 6年

所属名 石原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11秒06 1月20日

女子 11～12歳   50m 自由形   32秒58 1月20日
女子 11～12歳  200m 自由形  2分31秒68 1月20日

氏　名 高橋　瑞季                    小学 6年

所属名 石原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 平泳ぎ  1分23秒30 1月20日
女子 10歳以下   50m 平泳ぎ   38秒77 1月20日

氏　名 兵頭　まい                    小学 5年

所属名 石原ＳＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 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 廣川勇太郎                    第４泳者 花山　虹介                    

男子  400m メドレーリレー

所 属 名 石原ＳＣ

第１泳者 大内　一晟                    第２泳者 一色明日斗                    

  57秒21

1月20日

 3分51秒39


