
1 / 2

第67回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路）
期日：2017年7月1日(土)              会場：千葉県国際総合水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    40.71
日本記録　    42.23≪ 75～79歳 ≫

順位

斉藤  富枝 セ・越谷     56.701/ 21

本橋  友子 セ・成城   1:00.581/ 72

武藤喜代子 セ・天王洲   1:45.091/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    35.12
日本記録　    37.96
大会記録　    43.46≪ 70～74歳 ≫

順位

古旗  美鈴 セ・上池袋     51.681/ 41

八田  清子 セ・松戸     57.081/ 32

内田  良子 セ・用賀     57.591/ 53

武藤  歌子 セ・松戸     58.401/ 64

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    33.53
日本記録　    35.49
大会記録　    40.29≪ 65～69歳 ≫

順位

曽我  安子 セ・新浦安     45.322/ 41

久保佳代子 セ・大宮宮原     50.882/ 62

田口    香 セ・清瀬     54.332/ 53

井川  絹代 セ・清瀬     56.152/ 24

若林多恵子 セ・谷津   1:03.592/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    32.42
日本記録　    35.03
大会記録　    37.17≪ 60～64歳 ≫

順位

綱川香代子 セ・新浦安     39.043/ 41

中村  和子 セ・越谷     43.953/ 52

石川美紀子 セ・慶應日吉     48.763/ 83

山崎  郁子 セ・清瀬     49.173/ 14

下川喜美枝 セ・南千住     50.513/ 35

田代奈緒子 セ・ときわ台     52.163/ 26

長岡  桂子 ザバス鶴見     52.612/ 37

譲原  恵子 セ・我孫子     54.493/ 78

安田  啓子 セ・長沼     54.503/ 69

渡辺  米子 セ・浦安     57.642/ 710

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.39
日本記録　    31.72
大会記録　    37.20≪ 55～59歳 ≫

順位

武井麻知子 セ・二俣川     37.684/ 41

上岡  由紀 セ・自由が丘     42.614/ 52

磯川みゆき セ・ときわ台     46.924/ 33

大原  清美 セ・阿佐谷     50.474/ 64

菅野  鈴江 セ・おおたか     52.044/ 15

太田  初美 セ・越谷     52.494/ 76

川村美貴子 セ・大宮宮原     52.904/ 27

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.25
日本記録　    30.62
大会記録　    32.09≪ 50～54歳 ≫

順位

出力日時： 7月12日 10:54
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第67回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路）
期日：2017年7月1日(土)              会場：千葉県国際総合水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.25
日本記録　    30.62
大会記録　    32.09≪ 50～54歳 ≫

順位

真野  和美 セ・高崎     35.145/ 51

畑田  佳代 セ・阿佐谷     35.165/ 42

若林  朋子 パレス・セ     35.625/ 63

前畑  章子 セ・慶應日吉     35.975/ 34

間渕  典子 セ・天王洲     36.985/ 25

福原  美奈 セ・稲毛海岸     41.085/ 76

岡田  眞弓 セ・清瀬     47.695/ 17

太田  温子 ザバス鶴見     48.115/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.84
日本記録　    29.71
大会記録　    32.12≪ 45～49歳 ≫

順位

広瀬百合香 セ・Ｆ東戸塚     33.436/ 41

鈴木和佳奈 パレス・セ     33.696/ 52

宮口奈都子 セ・上池袋     34.476/ 63

池田  智子 セ・目黒     34.636/ 34

大島江理子 セ・天王洲     40.096/ 75

生田目則子 セ・自由が丘     43.686/ 16

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.19
日本記録　    29.22
大会記録　    31.21≪ 40～44歳 ≫

順位

沖田奈々美 ザバス鶴見     41.596/ 21

佐藤  桂子 セ・横浜     44.976/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    27.45
日本記録　    28.58
大会記録　    29.62≪ 35～39歳 ≫

順位

守屋三智子 セ・横浜     30.797/ 51

長岐  育子 セ・前橋     33.507/ 72

飯澤  美香 セ・我孫子     38.897/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    27.08
日本記録　    27.14
大会記録　    29.19≪ 25～29歳 ≫

順位

武藤  千明 セ・川越     30.617/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.22 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    27.58
大会記録　    28.69≪ 18～24歳 ≫

順位

青木  美栄 セ・東青梅     29.497/ 41

安良城穂波 セ・越谷     30.587/ 32

早川    舞 セ・用賀     31.497/ 63

山本  優子 セ・阿佐谷     32.427/ 24

出力日時： 7月12日 10:54


