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第１８回日本海マスターズ水泳大会富山
期日：2022年6月19日(日)              会場：富山県総合体育センター温水プール(50m)

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    40.08
日本記録　    40.56
大会記録　    57.69≪ 75～79歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

深町　久子 アピアＳＣ     48.881/ 4 ･大会新1

石黒　久子 いみずＳＣ   1:09.271/ 52

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    34.65
日本記録　    39.67
大会記録　    46.90≪ 70～74歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

寺井　美代 すいすい八尾     53.382/ 6 *手動1

角田　治子 富山ＳＣ     58.352/ 72

五嶋　春美 アミューＳＣ     59.922/ 53

池端　早苗 高岡ＳＣ   1:02.052/ 34

城宝由美子 アミューＳＣ   1:06.282/ 45

熊崎美惠子 飛泳マイティ   1:08.292/ 26

武田　恵子 魚津ＭＳＣ   1:24.641/ 6 *手動7

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    33.59
日本記録　    37.54
大会記録　    46.04≪ 65～69歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

嘉藤　明美 富山友泳会     45.383/ 5 ･大会新1

川崎　育代 ビッグツリー     46.723/ 42

瀬戸美智子 内灘水協     51.993/ 63

長崎　宏美 富山コムズ     52.213/ 24

藤田佳津子 飛泳マイティ     54.523/ 35

楯　眞由美 飛泳マイティ     57.264/ 56

池田　恵子 富山ＳＣ   1:01.393/ 77

東　　芳子 氷見ＳＡ   1:01.974/ 68

西井　玲子 富山ＳＣ   1:05.524/ 29

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    33.86
日本記録　    36.61
大会記録　    43.84≪ 60～64歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

阿部　千穂 新潟Swim     44.195/ 41

上田　清美 高岡ＳＣ     49.864/ 72

今井　寿子 飛泳マイティ     51.535/ 6 *手動3

源常　明子 アミューＳＣ     57.064/ 44

前田理津子 氷見ＳＡ   1:02.814/ 35

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    31.99
日本記録　    33.99
大会記録　    41.47≪ 55～59歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

熊崎　典子 飛泳マイティ     55.805/ 21

近澤　正美 富山ＳＣ     56.755/ 72

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    31.59
日本記録　    33.30
大会記録　    38.94≪ 50～54歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

水口絵里奈 アピアＳＣ     46.575/ 51

出力日時： 6月19日 13:05
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第１８回日本海マスターズ水泳大会富山
期日：2022年6月19日(日)              会場：富山県総合体育センター温水プール(50m)

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    31.02
日本記録　    32.08
大会記録　    38.66≪ 45～49歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

中村美華子 富山パレス     44.166/ 51

又川　佐知 オーパス高岡     49.116/ 62

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録　    29.62
日本記録　    31.05
大会記録　    34.25≪ 40～44歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

坪田亜矢子 高岡ＳＣ     40.026/ 31

No.13 女子 50m背泳ぎ 世界記録
日本記録　    30.53
大会記録　    31.16≪ 18～24歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

三輪　帆香 つるまいＳＣ     39.096/ 41

出力日時： 6月19日 13:05


