
学年氏　名 深水恭太郎                    一般

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 無差別   50m 平泳ぎ   32秒49 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 内海　壮一                    一般

男子 無差別  200m 自由形  1分55秒11 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日男子 無差別  100m 自由形   51秒73

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  400m 自由形  4分18秒61 1月20日
男子 15～18歳  200m バタフライ  2分17秒95 1月20日

氏　名 石﨑慎之介                    高校 2年

所属名 南海ＤＣ

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15秒12 1月20日
男子 15～18歳   50m 平泳ぎ   34秒41 1月20日

氏　名 菊池　映吾                    高校 1年

所属名 南海ＤＣ

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 背泳ぎ  1分01秒79 1月20日
男子 15～18歳  200m 背泳ぎ  2分11秒60 1月20日

氏　名 市原　舜鷹                    高校 1年

所属名 南海ＤＣ

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 バタフライ  1分02秒47 1月20日
男子 15～18歳  200m バタフライ  2分15秒86 1月20日

氏　名 渡邊　航星                    中学 3年

所属名 南海ＤＣ

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   25秒35 1月20日
男子 15～18歳  100m 自由形   54秒44 1月20日

氏　名 大橋　海斗                    中学 3年

所属名 南海ＤＣ

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09秒87 1月20日
男子 15～18歳   50m 平泳ぎ   32秒73 1月20日

氏　名 神田　悠斗                    中学 3年

所属名 南海ＤＣ

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03秒79 1月20日
男子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分16秒27 1月20日

氏　名 伊須　新太                    中学 3年

所属名 南海ＤＣ

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48 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形   56秒04 1月20日

氏　名 窪田　　樹                    中学 2年

所属名 南海ＤＣ

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  2分30秒14 1月20日
男子 13～14歳  400m 個人メドレー  5分16秒20 1月20日

氏　名 石﨑祐之進                    中学 2年

所属名 南海ＤＣ

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 自由形  2分09秒20 1月20日
男子 13～14歳  400m 自由形  4分34秒14 1月20日

氏　名 立石　凌翔                    中学 2年

所属名 南海ＤＣ

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  2分28秒12 1月20日
男子 13～14歳  400m 個人メドレー  5分10秒76 1月20日

氏　名 藤本　大勢                    中学 2年

所属名 南海ＤＣ

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   30秒27 1月20日
男子 13～14歳  100m 自由形  1分07秒78 1月20日

氏　名 伊達　雄哉                    中学 1年

所属名 南海ＤＣ

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61 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   42秒46 1月20日

氏　名 石田　結大                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

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   28秒43 1月20日
男子 11～12歳  100m 自由形  1分03秒39 1月20日

氏　名 西岡　颯大                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

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22秒95 1月20日
男子 11～12歳   50m 平泳ぎ   38秒92 1月20日

氏　名 石﨑　蒼真                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

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  200m 個人メドレー 棄権 1月20日
男子 11～12歳   50m 背泳ぎ 棄権 1月20日

氏　名 大野孝太郎                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

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12秒82 1月20日

男子 11～12歳  200m 個人メドレー 失格 1月20日
男子 11～12歳   50m 自由形   32秒06 1月20日

氏　名 松井　颯志                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

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  200m 個人メドレー  2分51秒32 1月20日
男子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分28秒24 1月20日

氏　名 宮内啓士郎                    小学 5年

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



学年

1月20日
男子 11～12歳   50m バタフライ   34秒26 1月20日

男子 11～12歳   50m 背泳ぎ   35秒09

氏　名 小野　寛生                    小学 5年

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

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   31秒96 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 立石　陽大                    小学 5年

1月20日男子 11～12歳  100m 自由形  1分11秒45

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 永田　　空                    小学 4年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   39秒46 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   41秒55

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18秒15 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 田井　雄斗                    小学 4年

1月20日男子 10歳以下   50m 自由形   35秒00

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 青山　琢柊                    小学 4年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   52秒59 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   35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）



学年

樹 立 日

男子 10歳以下   50m 背泳ぎ   42秒21 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 大野　生吹                    小学 4年

1月20日男子 10歳以下   50m 平泳ぎ   49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 神野　叶羽                    小学 3年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
男子 10歳以下   50m バタフライ   47秒86 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   39秒66

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   39秒33 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 大山　葵生                    小学 2年

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）



学年氏　名 戒能　朝陽                    高校 3年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
女子 15～18歳   50m 平泳ぎ   34秒48 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分14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 15～18歳  100m 自由形   59秒06 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 岩間　薫乃                    高校 3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）



学年氏　名 川連いつき                    高校 2年

所属名 南海ＤＣ

1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳  400m 自由形  4分28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 15～18歳  100m 背泳ぎ 棄権 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 濱家　未来                    高校 1年

1月20日女子 15～18歳   50m 背泳ぎ 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）



学年氏　名 柿内　胡華                    中学 3年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
女子 15～18歳  400m 個人メドレー  5分11秒56 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 15～18歳  200m 個人メドレー  2分29秒00

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  200m 個人メドレー  2分19秒16 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 井上　紗奈                    中学 3年

1月20日
女子 15～18歳  200m 平泳ぎ  2分37秒62 1月20日

女子 15～18歳  100m 平泳ぎ  1分12秒00

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 宮内結衣子                    中学 1年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
女子 13～14歳  400m 自由形  4分54秒86 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分38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

樹 立 日

女子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分31秒80 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 高内　七海                    中学 1年

1月20日女子 13～14歳  400m 自由形  4分43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）



学年氏　名 長井　　心                    中学 1年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
女子 13～14歳  100m 平泳ぎ  1分33秒59 1月20日

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 13～14歳  200m 個人メドレー  2分59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 11～12歳  200m 個人メドレー  2分51秒56 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 窪田　理子                    小学 6年

1月20日女子 11～12歳  100m 背泳ぎ  1分20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）



学年氏　名 三野　朱音                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

1月20日
女子 11～12歳  100m 自由形  1分06秒47 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   30秒18

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

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

氏　名 西岡　泉美                    小学 6年

1月20日女子 11～12歳  100m 自由形  1分01秒63

樹 立 日

女子 11～12歳   50m 自由形   28秒50 1月20日

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 田坂　真唯                    小学 6年

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日

女子 11～12歳  200m 個人メドレー

女子 11～12歳   50m バタフライ

 2分44秒23 1月20日
  33秒34 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 井上　鳳華                    小学 5年

女子 11～12歳  100m 平泳ぎ  1分37秒93 1月20日

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録

1月20日女子 11～12歳   50m 平泳ぎ   45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）

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

氏　名 藤井　里歩                    小学 5年

所属名 南海ＤＣ

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  200m 個人メドレー 棄権 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ 棄権 1月20日

氏　名 和田菜々実                    小学 5年

所属名 南海ＤＣ

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 平泳ぎ   41秒10 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   36秒38 1月20日

氏　名 越智心桜莉                    小学 4年

所属名 南海ＤＣ

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   37秒19 1月20日

氏　名 田口　幸奈                    小学 4年

所属名 南海ＤＣ

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   40秒44 1月20日
女子 10歳以下   50m バタフライ   46秒61 1月20日

氏　名 長井　　仁                    小学 3年

所属名 南海ＤＣ

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  200m 個人メドレー  3分32秒92 1月20日
女子 10歳以下   50m 自由形   39秒17 1月20日

氏　名 薬師寺利帆                    小学 3年

所属名 南海ＤＣ

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  200m 個人メドレー  2分51秒47 1月20日
女子 10歳以下   50m 背泳ぎ   35秒84 1月20日

氏　名 伊須　彩葉                    小学 3年

所属名 南海ＤＣ

性別 クラス 種　　目 記　　録 樹 立 日



（ ）

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

女子  400m メドレーリレー

記 録

所 属 名 南海ＤＣ

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


