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第７５回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2018年10月21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.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.91
大会記録　    16.98≪ 80～84歳 ≫

順位

大崎  喜子 ＳＴ関西     16.761/ 4 ･日本新･大会新1

北山  久子 Ｓ・パティオ     19.141/ 5 *手動2

長畑  幾江 アイ・マーレ     22.071/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.06
大会記録　    16.46≪ 75～79歳 ≫

順位

浅見  興子 ＫＳＣタナベ     24.752/ 31

松永チエ子 鳳ＷＳＣ     26.542/ 72

日野山文子 ＫＳＣ千里     27.202/ 23

南端紀美代 ＫＳＣ寝屋川     33.791/ 6 *手動4

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.53
大会記録　    15.98≪ 70～74歳 ≫

順位

安田  伸子 ＳＴ関西     16.973/ 41

國米百合子 アイ・マーレ     19.753/ 52

津川スミ子 ＫＳＣ寝屋川     20.342/ 43

東野  次代 鳳ＷＳＣ     24.542/ 14

高森  征子 ＫＳＣ寝屋川     24.742/ 55

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.64
大会記録　    15.92≪ 65～69歳 ≫

順位

川村美陽子 みずしまＳＳ     18.294/ 41

岡  佐智子 アイ・マーレ     18.344/ 52

中村  好恵 鳳ＷＳＣ     19.874/ 63

寺尾  蔦代 鳳ＷＳＣ     20.143/ 74

中本  和子 CAST尼崎     20.164/ 25

岡田  啓子 みずしまＳＳ     21.743/ 66

竹田ゑい子 ＫＳＣ千里     22.653/ 27

塘    里美 ＫＳＣ寝屋川     25.293/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.23
大会記録　    14.76≪ 60～64歳 ≫

順位

石橋  直美 ＳＴ藤井寺     15.165/ 41

中川  和子 ＫＳＣタナベ     18.385/ 52

森本  典子 三原ＳＳ     20.555/ 33

城野  順子 鳳ＷＳＣ     21.805/ 64

福田  洋子 コナミ茨木     22.645/ 25

河内けい子 アイ・マーレ     25.325/ 16

須磨  升美 ＫＳＣ千里     25.624/ 77

近藤  惠子 みずしまＳＳ     29.194/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.64
大会記録　    14.15≪ 55～59歳 ≫

順位

安田    緑 鳳ＷＳＣ     16.976/ 51

出力日時：10月21日 11:35
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第７５回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2018年10月21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.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.64
大会記録　    14.15≪ 55～59歳 ≫

順位

山田  弘子 アイ・マーレ     20.626/ 32

大山久美子 ＫＳＣ千里     21.146/ 63

福井  典子 アイ・マーレ     21.425/ 74

秋吉  和美 三原ＳＳ     21.776/ 25

竹岡眞佐美 鳳ＷＳＣ     22.666/ 16

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.84
大会記録　    13.64≪ 50～54歳 ≫

順位

津守阿紀子 Ｓ・パティオ     16.227/ 21

森岡  明子 アイ・マーレ     17.046/ 42

中川  恵美 ＫＳＣタナベ     17.717/ 13

岡﨑    薫 コジャック     20.766/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.58
大会記録　    14.16≪ 45～49歳 ≫

順位

原頭  美智 Ｓ・パティオ     14.397/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.25
大会記録　    13.53≪ 40～44歳 ≫

順位

山本  雅子 ダブルプレー     14.367/ 41

笹崎  典子 コナミ三田     14.907/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.42
大会記録　    12.72≪ 35～39歳 ≫

順位

近藤  初代 Ｓ・パティオ     14.208/ 41

安井  綾子 コジャック     15.147/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.54
大会記録　    13.26≪ 30～34歳 ≫

順位

寺師  仁美 Ｓ・パティオ     16.168/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.12
大会記録　    13.50≪ 25～29歳 ≫

順位

高月  咲紀 ＳＴ宝塚     19.358/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.6 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.91
大会記録　    13.40≪ 18～24歳 ≫

順位

浅尾  まの アイ・マーレ     15.518/ 51

内村    葵 Ｓ・パティオ     18.428/ 62

高木  美聡 アイ・マーレ     19.368/ 13

出力日時：10月21日 11:35


