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FIAマスターズスイミングフェスティバル2021
期日：2021年9月26日(日)              会場：京都アクアリーナ(25m)

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    15.87
大会記録　    18.17≪ 75～79歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

蔵野　弘子 コナミ心斎橋     20.501/ 21

熊谷　初穂 ル・豊中     21.231/ 62

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    14.97
大会記録　    17.56≪ 70～74歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

田島富美子 ゆめパレア     18.081/ 51

福田美智子 コナミ高槻     18.911/ 42

前田志津子 ル・伊丹     21.671/ 33

篠原　弘子 ル・豊中     22.091/ 74

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    14.64
大会記録　    16.52≪ 65～69歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

丹羽　初栄 ＶＳＡ枚方     18.332/ 61

河合　英子 ゆめパレア     19.602/ 72

寺田　昌子 ＶＳＡ枚方     21.582/ 23

髙木真由子 コナミ高槻     25.092/ 84

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    14.23
大会記録　    14.54≪ 60～64歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

石橋　直美 コナミ西宮     14.852/ 41

宮本　早苗 コスパ桃六     15.832/ 52

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    13.23
大会記録　    13.84≪ 55～59歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

多田多佳子 ル・豊中     15.303/ 41

高橋亜矢子 ル・伊丹     17.043/ 62

前野　和子 ゆめパレア     17.543/ 23

山口智恵子 コナミ生駒     19.483/ 74

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    12.84
大会記録　    13.76≪ 50～54歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

東　　由美 オアシス桂川     15.734/ 21

新沢　陽子 ル・伊丹     16.483/ 52

永井　明子 コナミ京橋     18.893/ 83

真田さおり ル・伊丹     19.083/ 14

黒田　恵美 オアシス桂川     19.363/ 35

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    12.58
大会記録　    13.43≪ 45～49歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

生瀬　優子 コナミ西宮     14.214/ 51

松本　智絵 コナミ北千里     14.684/ 62

成松　亜矢 コナミ心斎橋     15.324/ 33

中村佳津代 コスパ松井     17.814/ 74

出力日時： 9月26日 14:21
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FIAマスターズスイミングフェスティバル2021
期日：2021年9月26日(日)              会場：京都アクアリーナ(25m)

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    12.25
大会記録　    13.42≪ 40～44歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

干潟　貴代 ル・久宝寺     16.234/ 11

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    12.22
大会記録　    12.79≪ 30～34歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

北浦　麻衣 ＪＳＳ深井     13.494/ 41

No.29 女子 25m自由形 世界記録
日本記録　    12.12
大会記録　    13.24≪ 25～29歳 ≫

順位 氏名 所属略称 水路   時  間 新記録

岩尾　仁智 コスパ二条     17.534/ 81

出力日時： 9月26日 14:21


