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第７１回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2016年10月16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.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    23.19
大会記録　    28.46≪ 80～84歳 ≫

順位

増本  正惠 ＳＴ宝塚     35.191/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    20.26
大会記録　    22.20≪ 75～79歳 ≫

順位

中村  久子 鳳ＷＳＣ     34.711/ 51

寺田トシコ ＫＳＣ寝屋川     34.771/ 42

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.95
大会記録　    20.20≪ 70～74歳 ≫

順位

吉田  信子 鳳ＷＳＣ     31.852/ 61

有本アズマ 鳳ＷＳＣ     31.962/ 32

宮川  民子 リーズＡＣ     32.922/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.95
大会記録　    20.27≪ 65～69歳 ≫

順位

溝脇紀代子 ＫＳＣ千里     24.263/ 31

福井  咲子 ＫＳＣ寝屋川     26.243/ 52

東    悦子 Ｓ・パティオ     27.982/ 43

菅沼やす子 ＫＳＣ千里     28.572/ 54

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.89
大会記録　    19.54≪ 60～64歳 ≫

順位

阪本三紀子 ＫＳＣ千里     23.043/ 41

川村美陽子 くらしきＳＳ     25.723/ 62

杉畑  恭子 アイ・マーレ     30.083/ 73

高上  映子 ＫＳＣ千里     32.933/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.24
大会記録　    18.74≪ 50～54歳 ≫

順位

奥村  ねね リーズＡＣ     22.414/ 71

河原  佳子 アイ・マーレ     26.643/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.07
大会記録　    17.81≪ 45～49歳 ≫

順位

岩佐  夏絵 Ｓ・パティオ     18.714/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.67
大会記録　    17.28≪ 40～44歳 ≫

順位

平野由美子 ＫＳＣ千里     21.254/ 31

槇野  栄子 みずしまＳＳ     28.754/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.30
大会記録　    16.74≪ 35～39歳 ≫

順位

出力日時：10月16日 14:27
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第７１回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2016年10月16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.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.30
大会記録　    16.74≪ 35～39歳 ≫

順位

原田  正子 ＫＳＣ千里     23.764/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.31 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.31
大会記録　    17.04≪ 30～34歳 ≫

順位

磯      優 ＳＴ神戸     18.784/ 61

出力日時：10月16日 14:27


