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関西マスターズ水泳選手権２０２１　短水路大会
期日：2021年7月4日(日)              会場：東和薬品ラクタブドーム(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:02.33
日本記録　  1:09.76

(Ｒ.Ｔ)
≪ 90～94歳 ≫

順位

倉田　政枝 サンウェイ   1:23.781/ 61 ( 1.01)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    46.48
日本記録　    46.48
大会記録　    50.73

(Ｒ.Ｔ)
≪ 80～84歳 ≫

順位

大谷　浩子 茨木ＳＣ   1:11.631/ 31 ( 1.00)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    42.80
日本記録　    42.80
大会記録　    43.12

(Ｒ.Ｔ)
≪ 70～74歳 ≫

順位

広瀬カヤ子 鳳ＷＳＣ     46.641/ 41 ( 0.94)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    40.66
日本記録　    40.90
大会記録　    42.32

(Ｒ.Ｔ)
≪ 65～69歳 ≫

順位

川邑美知子 コナミ三田     44.652/ 51 ( 0.81)

河本木ノ実 水夢１００京     48.722/ 72 ( 0.93)

馬場　佳子 ｉｓｌａｎｄ     49.892/ 23 ( 0.95)

大島　博美 コナミ生駒     51.191/ 54 ( 0.94)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    37.08
日本記録　    38.23
大会記録　    42.39

(Ｒ.Ｔ)
≪ 60～64歳 ≫

順位

松井　節子 スイム野洲     39.102/ 4 ･大会新1 ( 0.71)

高畑　政代 シーマスター     44.422/ 32 ( 0.75)

小中　智子 ＪＳＳ松原     46.892/ 63 ( 0.90)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.15
日本記録　    37.14
大会記録　    38.04

(Ｒ.Ｔ)
≪ 55～59歳 ≫

順位

長谷川あずさ イトマン大津     39.723/ 41 ( 0.66)

高橋亜矢子 ル・伊丹     44.993/ 62 ( 0.72)

木全　悦子 セ・清洲     46.733/ 53 ( 0.88)

鍛治谷悦子 イトマン西宮     47.943/ 34 ( 0.84)

品川真理子 アクトス明石     51.543/ 75 ( 1.05)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.96
日本記録　    36.21
大会記録　    37.79

(Ｒ.Ｔ)
≪ 50～54歳 ≫

順位

内谷美由紀 イトマン     55.043/ 11 ( 1.01)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.01
日本記録　    34.58
大会記録　    38.68

(Ｒ.Ｔ)
≪ 45～49歳 ≫

順位

松本　佳代 ニスポ西大津     43.804/ 71 ( 0.65)

内林　　薫 BOBREAST     44.674/ 22 ( 0.70)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.16
日本記録　    34.01
大会記録　    35.07

(Ｒ.Ｔ)
≪ 40～44歳 ≫

順位

高瀬　理恵 ノムラＳ     36.264/ 41 ( 0.72)

出力日時： 7月4日 14:22
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関西マスターズ水泳選手権２０２１　短水路大会
期日：2021年7月4日(日)              会場：東和薬品ラクタブドーム(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.16
日本記録　    34.01
大会記録　    35.07

(Ｒ.Ｔ)
≪ 40～44歳 ≫

順位

須川　明子 ２ｂＦＩＳＨ     48.354/ 12 ( 0.75)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    31.35
日本記録　    31.71
大会記録　    38.91

(Ｒ.Ｔ)
≪ 30～34歳 ≫

順位

上村　杏理 イトマン西宮     39.844/ 31 ( 0.75)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.50
日本記録　    31.95
大会記録　    35.70

(Ｒ.Ｔ)
≪ 25～29歳 ≫

順位

山下　來花 ＢｉｇＷｅｄ     34.994/ 5 ･大会新1 ( 0.69)

今井　　要 マック緑地     39.794/ 62 ( 0.93)

出力日時： 7月4日 14:22


