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第７３回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2017年10月15日(日)              会場：エス・パティオスポーツクラブ(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    24.80
大会記録　    26.96≪ 85～89歳 ≫

順位

木村  文子 アイ・マーレ     27.591/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.70
大会記録　    25.58≪ 80～84歳 ≫

順位

三好美由貴 ＳＴＥＰ     31.801/ 7 *手動1

寺脇  成子 Ｓ・パティオ     38.101/ 2 *手動2

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.72
大会記録　    20.14≪ 75～79歳 ≫

順位

田村  治子 ＫＳＣ寝屋川     24.331/ 41

船越  安代 Rs-style     26.811/ 62

日野山文子 ＫＳＣ千里     33.101/ 1 *手動3

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.20
大会記録　    19.93≪ 70～74歳 ≫

順位

福井  咲子 ＫＳＣ寝屋川     22.772/ 5 *手動1

平井  孝子 アイ・マーレ     25.492/ 42

勢登  悦子 三原ＳＳ     35.482/ 23

高橋  朝子 ＫＳＣ寝屋川     39.572/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.53
大会記録　    20.85≪ 65～69歳 ≫

順位

谷本ふみ子 鳳ＷＳＣ     24.523/ 51

菅沼やす子 コナミ茨木     26.443/ 62

平野  悦子 ＫＳＣ千里     27.833/ 33

岡田  啓子 みずしまＳＳ     28.213/ 7 *手動4

福島  公子 Rs-style     28.522/ 65

川崎きよ子 ＳＴ大正     29.553/ 16

竹田ゑい子 ＫＳＣ千里     29.852/ 37

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.21
大会記録　    19.35≪ 60～64歳 ≫

順位

川村美陽子 みずしまＳＳ     21.944/ 51

野草  恵子 Rs-style     22.114/ 4 *手動2

植田  治美 ル・神戸     23.784/ 23

村田奈緒美 ＫＳＣ寝屋川     23.984/ 64

城野  順子 鳳ＷＳＣ     28.344/ 75

須磨  升美 ＫＳＣ千里     34.874/ 1 *手動6

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.52
大会記録　    16.76≪ 55～59歳 ≫

順位

松村和香子 アクトス神戸     17.145/ 41

池上美恵子 Ｓ・パティオ     17.625/ 52

渡場  宏美 ＫＳＣ寝屋川     25.865/ 73

出力日時：10月15日 14:54
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第７３回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2017年10月15日(日)              会場：エス・パティオスポーツクラブ(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.00
大会記録　    16.26≪ 50～54歳 ≫

順位

津守阿紀子 Ｓ・パティオ     20.465/ 31

森岡  明子 アイ・マーレ     21.805/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.75
大会記録　    16.98≪ 45～49歳 ≫

順位

吉井    香 ＳＴ宝塚     31.635/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.78
大会記録　    16.06≪ 40～44歳 ≫

順位

愛知  智子 コナミ北浜     16.866/ 31

吉田  智子 ＫＳＣ千里     19.036/ 62

岩本とも恵 鳳ＷＳＣ     24.045/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.51
大会記録　    15.74≪ 30～34歳 ≫

順位

増田  奈緒 コナミ北浜     15.406/ 5 ･大会新1

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.15
大会記録　    15.39≪ 25～29歳 ≫

順位

高月  咲紀 ＳＴ宝塚     23.216/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.33 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.71
大会記録　    14.89≪ 18～24歳 ≫

順位

髙岩  千晶 みずしまＳＳ     17.546/ 41

出力日時：10月15日 14:54


