
【　女　子　】

20+ 酒勾　　藍 （アトラス） 13.65 鎌田　依利 （サンスポ水戸） 29.03 鎌田　依利 （サンスポ水戸） 1:01.60 曽我部奈津子 （タップSC) 2:18.41

25+ 滝　聖良 （中央SS) 13.74 伊藤　美香 （タップ牛久） 29.89 曽我部奈津子 （タップSC) 1:04.01 福田　育美 （ジョイフル） 2:22.58

30+ 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 13.70 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 29.54 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 1:03.64 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 2:23.89

35+ 伊藤　美香 （タップ牛久） 13.91 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 29.69 清水　三枝子 （CFC日立） 1:04.85 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 2:28.28

40+ 木下　はる江 （水戸市スポ振） 14.37 清野　涼子 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 31.42 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 1:12.33 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 2:45.84

45+ 柏原　洋子 （ヤマシン鉾田） 14.98 澤畠　透江 （リラひたち) 30.50 鴨志田仁美 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:10.42 若松　眞知子 （ジョイフル） 2:45.96

50+ 石田　美枝子 （取手体協水泳） 15.33 木下　はる江 （水戸市スポ振） 32.58 鴨志田仁美 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:12.96 若松　眞知子 （ジョイフル） 2:47.83

55+ 木下　はる江 （アトラス） 15.26 木下　はる江 （アトラス） 33.59 石田　美枝子 （取手体協水泳） 1:15.01 石田　美枝子 （取手体協水泳） 2:47.95

60+ 石田　美枝子 （取手体協水泳） 15.75 木下　はる江 （アトラス） 33.71 木下　はる江 （アトラス） 1:20.57 梶山なよみ （ヤマシン太田） 3:09.77

65+ 山口　由美  （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 16.58 鏑木　輝子 （リラひたち) 38.01 吉野　きみ江 （アシスト） 1:35.84 山西　純子 （SCヤマシン） 3:31.83

70+ 鏑木　輝子 （ｽﾊﾟｰｸ青葉) 17.49 鏑木　輝子 （スパーク青葉) 38.31 鏑木　輝子 （スパーク青葉) 1:26.41 大沼　節子 （コスモSP) 3:25.36

75+ 鏑木　輝子 （ｽﾊﾟｰｸ青葉) 17.95 鏑木　輝子 （スパーク青葉) 40.72 大沼　節子 （コスモSP) 1:45.22 大沼　節子 （コスモSP) 3:44.64

80+ 中村　妙子 （水戸市スポ振） 23.21 藤澤　晴江  （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 52.87 藤澤　晴江  （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:48.35 藤澤　晴江  （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 4:01.95

20+ 曽我部奈津子 （タップSC) 15.26 永藤　仁美 （つむぎSS) 30.86 松塚　奈津子 （タップSC) 1:08.96

25+ 石橋　亜美 （ヤマシン鉾田） 16.20 入内嶋　有希 （つむぎSS) 32.14 北條　房枝 （つむぎSS) 1:20.37

30+ 小田部　由美 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 17.51 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 35.27 鈴木　麻子 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:16.79

35+ 細谷　恵梨  （ｽﾊﾟｰｸ千代田) 17.31 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 35.79 小室　悠 （ヤマシン太田） 1:22.13

40+ 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 17.97 小室　　悠 （ヤマシン太田） 37.29 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 1:22.13

45+ 滝　栄子 （中央SS) 18.76 渡辺　智恵子 （ルネ水戸） 37.62 渡辺　智恵子 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:24.05

50+ 渡辺　智恵子 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 18.05 渡辺　智恵子 （ルネ水戸） 39.09 大森　和恵 （リラひたち) 1:33.29

55+ 奥西　多余子 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 18.72 奥西　多余子 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 40.20 奥西　多余子 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 1:30.07

60+ 木下　はる江 （アトラス） 19.74 山口　由美  （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 45.62 山口　由美  （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 1:42.91

65+ 鈴木　通代 （タップ牛久） 22.49 鈴木　通代 （タップ牛久） 48.89 鈴木　通代 （タップ牛久） 1:50.25

70+ 鏑木　輝子 （リラひたち) 23.21 梅谷　文枝 （ヤマシン石岡） 49.21 鈴木　通代 （タップ牛久） 1:49.37

75+ 鏑木　輝子 （ｽﾊﾟｰｸ青葉) 23.23 大沼　節子 （コスモSP) 53.00 大沼　節子 （コスモSP) 1:56.76

80+ 大沼　節子 （コスモSP) 27.46 大沼　節子 （コスモSP) 58.87 大沼　節子 （コスモSP) 2:17.03

20+ 吉井　直美 （リラひたち） 17.45 佐々木　美智 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 34.63 佐々木　美智 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:16.16

25+ 伊藤　瑠美 （日立製作所） 16.51 岡本　敬子 （取手体協水泳） 36.39 岡本　敬子 （取手体協水泳） 1:18.64

30+ 細谷　恵梨 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 16.51 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 36.22 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 1:17.08

35+ 伊藤　瑠美 （日立製作所） 16.78 伊藤　瑠美 （日立製作所） 36.16 伊藤　瑠美 （日立製作所） 1:17.01

40+ 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 19.54 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 42.66 渡邉　フィオナ （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 1:31.91

45+ 佐怒賀　智子 （古河水協） 20.40 大崎　良子 （ジョイフル） 41.56 大崎　良子 （ジョイフル） 1:33.44

50+ 高橋　有子 （リラひたち) 20.79 大崎　良子 （ジョイフル） 43.84 西野　恵子 （リラひたち) 1:40.65

55+ 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 20.44 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 44.01 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 1:41.70

60+ 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 20.32 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 44.64 佐怒賀　智子 （タップ岩井） 1:41.98

65+ 土門　敦子 （リラひたち) 23.69 山口　由美  （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 49.55 土門　敦子 （リラひたち) 1:50.59

70+ 梅谷　文枝 （ヤマシン石岡） 25.93 中川　ひな子 （取手体協水泳） 1:01.14 鈴木　やすこ （コスモSP) 2:06.40

75+ 中村　妙子 （水戸市スポ振） 31.09 中村　妙子 （水戸市スポ振） 1:04.00 佐藤　ミツエ （コスモSP) 2:27.81

80+ 中村　妙子 （水戸市スポ振） 1:09.92
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茨城県マスターズ短水路大会記録

20+ 酒勾　　藍 （アトラス） 14.35 永藤　仁美 （つむぎSS) 29.15 三浦　ももよ （リラひたち） 1:12.54

25+ 三浦　ももよ （リラひたち） 14.14 三浦　ももよ （リラひたち) 30.73 小田部　由美  （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 1:17.57

30+ 三浦　ももよ （リラひたち） 13.98 細谷　恵梨  （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 31.02 染谷　祥子 （ジョイフル） 1:14.56

35+ 細谷　恵梨  （ｽﾊﾟｰｸ千代田) 14.34 山本　真樹 （茨城SS) 32.67 染谷　祥子 （ジョイフル） 1:16.60

40+ 戸谷　淳子 （ジェル水戸） 16.14 清野　涼子 （ｽﾊﾟｰｸ鮎川) 34.69 小室　　悠 （ヤマシン太田） 1:23.79

45+ 若林　清子 （あかやまSS) 16.23 戸谷　淳子 （ジェル水戸） 36.81 若松　眞智子 （ジョイフル） 1:30.24

50+ 石田　美枝子 （取手体協水泳） 16.88 高橋　有子 （リラひたち) 37.56 若松　眞智子 （ジョイフル） 1:31.23

55+ 平野 有美子 （ｽﾊﾟｰｸ青葉) 16.79 高橋　有子 （リラひたち) 38.29 平野 有美子 （ｽﾊﾟｰｸ青葉) 1:35.59

60+ 石田　美枝子 （取手体協水泳） 16.95 石田　美枝子 （取手体協水泳） 39.27 中村　史子 （ジョイフル） 1:49.45

65+ 細野　好江 （取手体協水泳） 18.95 小林三津枝 （アシスト） 49.79 山西　純子 （SCヤマシン） 1:51.11

70+ 落合　房恵 （リラひたち) 21.85 高濱　ヤス子 （コスモSP) 53.80 山西　純子 （SCヤマシン） 2:13.00

75+ 山西　純子 （ヤマシン石岡） 29.81 平澤　玲子 （ヤマシン石岡） 1:00.21 山西　純子 （ヤマシン石岡） 2:14.58

80+ 佐藤　ミツエ  （コスモSP) 31.29

20+ 曽我部奈津子 （タップSC) 1:09.73 曽我部奈津子 （タップSC) 2:32.13

25+ 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 1:14.64 草野　薫 （日立製作所） 2:43.79

30+ 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 1:12.24 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 2:39.60

35+ 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 1:13.58 細谷　恵梨 （スパーク鮎川） 2:39.67

40+ 小室　　悠 （ヤマシン太田） 1:20.64 小室　　悠 （ヤマシン太田） 2:57.91

45+ 滝　栄子 （中央SS) 1:27.72 飯島　和枝 （ジョイフル） 3:19.25

50+ 渡辺　智恵子 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:26.91 丸谷　峰子 （ジョイフル） 3:17.04

55+ 高橋　有子 （リラひたち) 1:29.99 石田　美枝子 （取手体協水泳） 3:21.79

60+ 石田　美枝子 （取手体協水泳） 1:31.14 木下　はる江 （アトラス） 3:29.19

65+ 山口　由美  （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 1:44.15 土門　敦子 （リラひたち) 3:51.07

70+ 梅谷　文枝 （ヤマシン石岡） 1:58.02 高濱　ヤス子 （コスモSP) 4:21.88

75+ 平澤　玲子 （ヤマシン石岡） 2:08.74 山西　純子 （ヤマシン石岡） 4:36.14

80+ 藤澤　晴江  （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 2:24.53

最新更新記録
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