
65(R3)福島市市民体育祭水泳競技
第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 53 女子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (25歳未満 )

Page    l

順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/3     佐久間 佳子 飯坂
サクマカコ         イイサ・カ

学 年 記録

54.89
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65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 54 女子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (25～ 30歳未満 )
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順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/7     佐久間 実菜 飯坂
サクマミナ         イイサ・カ

学 年 記録

40.80   議折

2021/08/2214:21:52 SEIKO Swimming Results System



65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 56 女子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (40～ 50歳未満 )
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順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/3     津谷 舞衣子 三河台
ツヤマイコ         ミカワタ・イ

学 年 言己金飛

55.63
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65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No日 : 57 女子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (50～ 60歳未満 )
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順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/7     遠藤 いずみ 森合
エント・ウイス・ミ     モリアイ

学 年 言己金融

52.84

2021/08/22 14:22:42 SEIKO Swimmlng Results System



65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No日 : 62 男子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (30～ 40歳未満)
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順位 組/水 加盟  氏名    所属 名

1  1/5     相原 主弥  吉井田
アイハラカス・ヤ      ヨシイタ・

2  1/3     福田 進之介 松川
フクタ・シンノスケ     マツカワ

3  1/7     小針 卓郎  第二
コハ・リタクロウ      タ・イサン

学 年 記録

32.40   楽斤

37.19

38.56
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65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 63 男子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (40～ 50歳未満 )
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順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/3     藪内 秀和  第二
ヤフ・ウチヒテ・カス・    夕

°
イサン

学年 記 録

40.77
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65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 64 男子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (50～ 60歳未満)
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順位 組/水 加盟  氏名    所属 名

1  1/5     酒井 孝幸  森合
サカイ タカユキ      モリアイ

学 年 言己金飛

45.45
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65(R3)福島市市民体育祭水泳競技

第65回 福島市市民体育祭水泳競技

福島中央市民プール

種目別競技結果
競技No.: 65 男子  50m 平泳ぎ     タイム決勝

一般 (60～ 70歳未満 )
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順位 組/水 加盟  氏名    所属名

1  1/7     関 隆一郎  三河台
セキ リュウイチロウ    ミカワタ

゛
イ

学 年 記 録

49.41

2021/08/22 14:23i56 SEIKO Swimming Results System


