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第1回 なみはやマスターズ公認記録会2022
期日：2022年2月20日(日)              会場：東和薬品ラクタブドーム(25m)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    29.30
日本記録　    32.28≪ 65～69歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

石橋　直美 ＳＴ藤井寺     33.281/ 51 ( 0.67)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    28.50
日本記録　    30.53≪ 60～64歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

阪口百合子 イトマン守山     32.721/ 41 ( 0.68)

塚田　智恵 Team-2G     34.591/ 32 ( 0.80)

上口加奈子 ピノス     43.021/ 73 ( 0.80)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    26.27
日本記録　    27.99≪ 50～54歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

廣瀬　智江 個人参加     50.101/ 11 ( 1.18)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    26.29
日本記録　    27.46≪ 45～49歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

海老澤詠子 ヘミング出町     38.492/ 71 ( 0.95)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    26.02
日本記録　    26.75≪ 40～44歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

山本　雅子 ダブルプレー     30.362/ 51 ( 0.77)

樋口　　瞳 コナミ心斎橋     32.482/ 62 (     )

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    25.10
日本記録　    26.36≪ 35～39歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

安岡　千佳 カンピオーネ     30.302/ 41 ( 0.77)

佐々木亜由美 カンピオーネ     32.052/ 32 ( 0.75)

宮本夕起子 ル・久宝寺     41.522/ 13 ( 0.81)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    25.17
日本記録　    25.57≪ 30～34歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

長谷川仁美 鰹競泳会     30.643/ 51 ( 0.68)

須藤　　彩 Ｓｆｉｄａ     37.162/ 22 ( 0.99)

No.19 女子 50m自由形
世界記録　    25.00
日本記録　    25.42≪ 25～29歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

安積　茉耶 ツキノワグマ     29.483/ 41 ( 0.70)

No.19 女子 50m自由形
世界記録
日本記録　    26.06≪ 18～24歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

石井　千尋 HOS小倉     26.194/ 41 ( 0.67)

小島　早織 HOS小倉     27.204/ 52 ( 0.74)

坪倉　楓夏 ダックビル     28.294/ 33 ( 0.60)

松岡　珠美 ざわめきの夜     29.794/ 64 (     )

出力日時： 2月20日 11:26
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第1回 なみはやマスターズ公認記録会2022
期日：2022年2月20日(日)              会場：東和薬品ラクタブドーム(25m)

No.19 女子 50m自由形
世界記録
日本記録　    26.06≪ 18～24歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録 (Ｒ.Ｔ)

今井　彩乃 カンピオーネ     30.084/ 25 ( 0.65)

松本　　彩 個人参加     30.894/ 16 ( 0.70)

松田　希海 カンピオーネ     31.954/ 77 ( 0.72)

田中　　香 個人参加     33.253/ 3 *手動8 ( 0.68)

出力日時： 2月20日 11:26


