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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.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    46.10
日本記録　    46.29
大会記録　    58.65≪ 80～84歳 ≫

順位

田之上ノブ セ・千葉     56.211/ 5 ･大会新1

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    43.46
日本記録　    43.46
大会記録　    46.66≪ 75～79歳 ≫

順位

金子  孝子 セ・清瀬     52.902/ 51

木野  和枝 セ・志木     58.711/ 32

鈴木  典子 セ・福島   1:01.512/ 6 *手動3

前野  昭子 セ・成城   1:02.131/ 44

石倉  明子 セ・葛西   1:02.742/ 45

松本  祥子 セ・用賀   1:05.201/ 66

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    37.50
日本記録　    39.79
大会記録　    45.72≪ 70～74歳 ≫

順位

川口  栄子 セ・松戸     51.563/ 51

星    幸恵 セ・浦安     56.003/ 32

舘野  圭子 セ・用賀   1:02.323/ 23

西村咲喜子 セ・志木   1:15.693/ 84

岡野  初子 セ・長沼   1:22.582/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    34.12
日本記録　    37.63
大会記録　    42.27≪ 65～69歳 ≫

順位

田中  節子 セ・館山     42.964/ 41

後藤  明美 セ・天王洲     47.214/ 32

中平  信子 セ・成瀬     48.304/ 63

市野  克子 セ・大森     49.664/ 54

久保佳代子 セ・大宮宮原     50.714/ 85

酒井  愛子 セ・湘南ＬＴ     50.905/ 66

雨塚  静恵 セ・越谷     50.954/ 17

藤井  一恵 セ・大森     53.325/ 88

山本  恭子 セ・松戸     54.804/ 79

佐藤  啓子 セ・南千住     55.855/ 210

太田  重代 セ・二俣川     56.365/ 111

青木  文子 セ・志木   1:01.133/ 7 *手動12

吉田  初枝 リリオ・セ   1:01.673/ 113

鈴木美枝子 セ・おおたか   1:03.423/ 614

神山  照子 セ・郡山     54.054/ 2OPN

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.01
日本記録　    36.38
大会記録　    39.54≪ 60～64歳 ≫

順位

酒井  香澄 セ・湘南ＬＴ     43.176/ 51

吉野  治子 セ・成城     43.526/ 42

田邊和歌子 セ・横浜     44.366/ 33

森本  美恵 セ・松戸     45.956/ 74

片桐  万澄 セ・南千住     46.976/ 25

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.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.01
日本記録　    36.38
大会記録　    39.54≪ 60～64歳 ≫

順位

江幡菜穂子 セ・浦安     47.686/ 16

関矢  秀子 パレス・セ     48.116/ 87

木田  英子 セ・上池袋     49.115/ 38

内田  桂子 セ・我孫子     49.995/ 4 *手動9

川上  涼子 セ・千葉     50.626/ 6 *手動10

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.12
日本記録　    34.87
大会記録　    34.87≪ 55～59歳 ≫

順位

篠    直子 セ・前橋     35.427/ 41

石井  裕美 セ・ときわ台     40.757/ 52

石田  良子 セ・越谷     42.897/ 33

片平  明子 セ・市ヶ尾     45.697/ 64

高松早智子 セ・南宇都宮     46.257/ 25

原    昌代 セ・市ヶ尾     50.057/ 76

弓削  夏代 セ・下北沢     56.727/ 17

山口  玲子 セ・横浜   1:02.417/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.27
日本記録　    32.37
大会記録　    34.28≪ 50～54歳 ≫

順位

上野  真弓 セ・二俣川     41.818/ 41

座間千鶴子 ザバス金沢八     45.528/ 52

中野  朗子 セ・慶應日吉     46.068/ 33

相澤  紋美 セ・阿佐谷     47.368/ 6 *手動4

柳田喜代美 セ・能見台     47.488/ 15

大蔵  友子 セ・谷津     49.348/ 76

百田真由美 セ・平塚   1:02.638/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.25
日本記録　    31.69
大会記録　    34.97≪ 45～49歳 ≫

順位

貞島  孝子 セ・湘南台     40.779/ 61

漆畑  如恵 セ・市ヶ尾     44.419/ 82

森川佳余子 セ・浦安     45.669/ 13

沢本和歌子 セ・浦安     45.989/ 74

泉    葉子 セ・本郷台     46.108/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.84
日本記録　    30.99
大会記録　    33.28≪ 40～44歳 ≫

順位

曳地  聡美 セ・湘南台     34.219/ 41

直井  美雪 セ・志木     36.189/ 32

棚網  恵理 セ・阿佐谷     38.209/ 53

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.43
日本記録　    27.43
大会記録　    29.17≪ 30～34歳 ≫

順位

赤尾  香織 セ・大森     36.4510/ 61

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.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.43
日本記録　    27.43
大会記録　    29.17≪ 30～34歳 ≫

順位

岸    翔子 セ・南千住     38.2810/ 12

杉浦  瑞穂 セ・西新井     46.219/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.88
日本記録　    27.88
大会記録　    31.22≪ 25～29歳 ≫

順位

山倉  千明 セ・南千住     34.2910/ 71

堀内  悠里 セ・成城     35.5010/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.26 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    29.38
大会記録　    30.85≪ 18～24歳 ≫

順位

石井  涼子 セ・阿佐谷     32.3410/ 41

仲田  笑美 セ・成城     32.5010/ 52

芝野  絢菜 セ・二俣川     33.8910/ 23

酒井  美佳 セ・上池袋     38.7110/ 84

出力日時： 7月12日 10:54


