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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.24 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　    59.38≪ 80～84歳 ≫

順位

上田寿美子 セ・成城     59.001/ 4 ･大会新1

高橋  昭子 セ・ときわ台   1:07.911/ 52

平田美佐子 セ・天王洲   1:10.561/ 33

小森  和子 セ・研究所   1:11.961/ 64

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    43.79
日本記録　    43.79
大会記録　    54.96≪ 75～79歳 ≫

順位

宇田川京子 セ・桶川北本     55.142/ 41

永島  郁子 ザバス鶴見     56.662/ 52

杉本  瑤子 セ・成城   1:04.092/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.24 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　    45.06≪ 70～74歳 ≫

順位

海藤  政子 セ・研究所     46.273/ 41

岡田まり子 セ・研究所     53.873/ 52

和田芙沙子 ザバス鶴見     56.143/ 63

手塚  泰子 セ・清瀬     56.243/ 24

佐藤由利子 セ・用賀     57.973/ 35

花島  澄江 セ・南千住   1:00.483/ 76

山口  征子 セ・稲毛海岸   1:01.002/ 67

相澤  和子 パレス・セ   1:20.153/ 18

佐藤とき子 セ・千葉   1:20.362/ 29

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    40.90
日本記録　    40.90
大会記録　    44.00≪ 65～69歳 ≫

順位

平塚  和子 セ・清瀬     46.294/ 41

滋野  好子 セ・前橋     50.354/ 32

室谷  晴江 セ・天王洲     50.564/ 53

高木  保子 セ・おおたか     53.854/ 24

小澤  優子 セ・葛西     55.994/ 75

清水恵美子 リリオ・セ     56.824/ 66

矢島きよえ セ・研究所     59.164/ 17

寺西寿賀子 セ・天王洲   1:09.764/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    38.38
日本記録　    41.03
大会記録　    42.93≪ 60～64歳 ≫

順位

三枚堂かよ子 セ・阿佐谷     46.825/ 41

田代  郁子 セ・ときわ台     47.995/ 52

西村  恵子 セ・東青梅     48.185/ 63

桶谷  智子 セ・成城     48.775/ 34

伊藤  秀子 セ・我孫子     52.215/ 75

青木  淑江 セ・成城     53.506/ 46

立間  玲子 セ・我孫子     54.065/ 87

池田  則子 セ・松戸     55.645/ 18

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.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    38.38
日本記録　    41.03
大会記録　    42.93≪ 60～64歳 ≫

順位

長野  愛子 セ・柏     58.396/ 39

加藤かずみ セ・八王子     59.165/ 210

山内ひとみ セ・谷津   1:02.026/ 711

樋口  惠子 セ・大森   1:02.106/ 212

大塚  恵子 セ・浦安   1:02.586/ 813

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    36.29
日本記録　    38.02
大会記録　    43.04≪ 55～59歳 ≫

順位

酒井寿美恵 セ・浦安     43.407/ 41

田中由美子 セ・能見台     46.847/ 52

佐藤  淳子 セ・葛西     47.027/ 63

小池理恵子 セ・阿佐谷     47.357/ 34

山本  庸子 セ・八王子     47.907/ 25

五月女美幸 セ・宇都宮     52.518/ 16

加藤  雅弓 セ・ラフレ     52.787/ 87

池辺  圭子 セ・市ヶ尾     53.447/ 18

橋本  裕子 セ・浦安     53.578/ 89

近藤みゆき セ・阿佐谷     55.886/ 510

利    妙子 セ・横浜     58.297/ 711

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.96
日本記録　    36.29
大会記録　    40.15≪ 50～54歳 ≫

順位

寳亀  裕子 セ・南千住     39.479/ 4 ･大会新1

前畑  章子 セ・慶應日吉     41.449/ 52

佐藤美絵子 セ・清瀬     46.159/ 63

榎本  恵子 セ・西新井     46.948/ 54

山田真理子 パレス・セ     47.139/ 25

坂井  慶子 セ・大宮宮原     50.148/ 36

竹田  正美 ザバス鶴見     50.708/ 27

小林名緒子 セ・天王洲     51.728/ 6 *手動8

増子  保子 セ・千葉     52.318/ 79

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.81
日本記録　    35.92
大会記録　    38.16≪ 45～49歳 ≫

順位

川口亜希子 セ・千葉     39.5410/ 41

越川  宗子 セ・横浜     43.1410/ 32

栗林  真理 セ・長沼     45.6910/ 63

石川  恭子 セ・南千住     47.139/ 74

松下  美佳 セ・南千住     47.319/ 15

西岡  祐子 セ・用賀     47.479/ 36

多田  美帆 セ・清瀬     55.449/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.20
日本記録　    35.21
大会記録　    37.30≪ 40～44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.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.20
日本記録　    35.21
大会記録　    37.30≪ 40～44歳 ≫

順位

羽田    文 セ・成城     39.7710/ 51

黒澤  久枝 セ・松戸     45.1310/ 22

岡村  幸代 セ・桶川北本     49.1110/ 13

梅原佐知子 墨田区体育館     49.3710/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    31.87
日本記録　    31.87
大会記録　    36.36≪ 35～39歳 ≫

順位

大矢麻衣子 セ・市ヶ尾     38.4311/ 41

小川絵理奈 セ・西新井     45.2010/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.24 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　    36.02≪ 30～34歳 ≫

順位

大家  萌実 セ・用賀     40.2511/ 21

新妻    梓 セ・西東京     40.3811/ 62

和田  明子 セ・用賀     42.0811/ 33

谷岡  千秋 セ・用賀     49.8711/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.24 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　    35.67≪ 25～29歳 ≫

順位

五味沙緒理 セ・福島     37.0912/ 61

小堀なつき セ・用賀     39.3911/ 52

大下友利恵 セ・葛西     41.0511/ 73

佃井  志乃 セ・柏     48.1411/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.24 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    32.98
大会記録　    35.10≪ 18～24歳 ≫

順位

久保まりな セ・前橋     33.6912/ 4 ･大会新1

西城美由紀 墨田区体育館     35.9412/ 32

柴  友紀乃 セ・Ｓ湘南台     37.4912/ 23

松澤  春菜 セ・下北沢     41.2212/ 54

三津田彩佳 セ・新浦安     42.1512/ 15

出力日時： 7月12日 10:54


