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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.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    37.67
日本記録　    40.24
大会記録　    48.72≪ 80～84歳 ≫

順位

木澤  杲子 セ・柏     44.231/ 4 ･大会新1

熊谷  一枝 セ・天王洲     51.581/ 52

秋山  幹子 セ・越谷     57.101/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    34.58
日本記録　    35.41
大会記録　    38.84≪ 75～79歳 ≫

順位

甲把  昌子 セ・長沼     39.462/ 41

馬渡  厚子 セ・松戸     48.252/ 52

羽場  一恵 セ・千葉     48.602/ 33

木野  和枝 セ・志木     52.102/ 14

関根美枝子 セ・新浦安     52.672/ 75

高橋  宣子 セ・大森     53.332/ 26

大橋  徳子 セ・用賀     54.021/ 27

加藤  直子 セ・横浜     58.632/ 68

藤本喜代子 セ・慶應日吉   1:03.252/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    32.79
日本記録　    33.36
大会記録　    37.42≪ 70～74歳 ≫

順位

戸田  洋子 セ・東戸塚     42.263/ 41

大堂  光江 セ・二俣川     47.053/ 32

橋本  洋子 セ・ときわ台     48.833/ 53

大塚  章子 セ・大宮宮原     52.183/ 24

高松  節子 セ・ときわ台     52.713/ 65

佐藤美智子 セ・浦安     52.983/ 76

西村咲喜子 セ・志木     56.353/ 17

藤井  和子 セ・湘南ＬＴ     56.983/ 88

富田  玲子 セ・保谷     57.694/ 19

鈴木久美子 セ・ときわ台     59.544/ 210

岡野  初子 セ・長沼   1:01.764/ 811

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    29.99
日本記録　    32.28
大会記録　    34.90≪ 65～69歳 ≫

順位

吉岡  栄子 セ・ポート     37.375/ 41

山地多佳子 セ・おおたか     39.205/ 52

室谷  晴江 セ・天王洲     40.005/ 33

大熊  正子 セ・桶川北本     40.445/ 64

中村  道子 セ・ときわ台     41.865/ 75

柴田美知子 セ・新浦安     42.245/ 26

桶田  洋子 パレス・セ     42.926/ 87

和田  悦子 パレス・セ     42.946/ 28

佐藤  啓子 セ・南千住     47.616/ 19

大山  伴恵 セ・トレッサ     48.806/ 610

中田由紀子 セ・成城     49.984/ 711

安部  澄子 セ・我孫子     50.014/ 312

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.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    29.99
日本記録　    32.28
大会記録　    34.90≪ 65～69歳 ≫

順位

石塚しず江 セ・越谷     50.234/ 513

渡邉  文子 セ・大森     50.714/ 414

石渡  美子 セ・二俣川     51.055/ 815

青木  文子 セ・志木     51.074/ 616

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    29.23
日本記録　    30.93
大会記録　    33.22≪ 60～64歳 ≫

順位

ダン  典子 セ・自由が丘     36.227/ 51

塙    清子 セ・自由が丘     36.877/ 42

内田  桂子 セ・我孫子     39.377/ 33

木田  英子 セ・上池袋     41.656/ 34

豊田  典子 セ・下北沢     41.686/ 45

鶴﨑    緑 セ・トレッサ     44.026/ 76

伊藤  秀子 セ・我孫子     44.727/ 67

譲原  恵子 セ・我孫子     45.536/ 58

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    27.81
日本記録　    30.42
大会記録　    31.26≪ 55～59歳 ≫

順位

永瀬  秀子 セ・二俣川     31.298/ 41

石井  裕美 セ・ときわ台     34.588/ 52

山﨑  京子 セ・横浜     37.478/ 33

山本  庸子 セ・八王子     37.888/ 24

高梨  美樹 セ・成城     38.238/ 65

井上美佐子 セ・大森     40.067/ 76

五月女美幸 セ・宇都宮     40.678/ 17

石河久美子 セ・溝ノ口     42.038/ 88

佐々木政子 セ・大森     47.957/ 29

橋本  裕子 セ・浦安     48.547/ 810

津田千佐子 セ・大森     48.717/ 111

弓削  夏代 セ・下北沢     51.219/ 812

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.27
日本記録　    28.34
大会記録　    30.35≪ 50～54歳 ≫

順位

横尾しずか セ・用賀     34.0010/ 51

石原なおみ セ・阿佐谷     34.1810/ 42

蜂谷  祥子 セ・稲毛海岸     34.969/ 13

高柳  祐子 セ・成城     35.9610/ 34

桜井    晶 セ・ラフレ     38.969/ 45

森内  裕子 セ・天王洲     39.6710/ 66

岡  くるみ セ・湘南台     41.579/ 57

宗像  里美 セ・郡山     42.169/ 68

岡田  佳子 パレス・セ     42.569/ 29

岡  あけみ セ・湘南台     43.349/ 310

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.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.37
日本記録　    27.46
大会記録　    29.96≪ 45～49歳 ≫

順位

鈴木和佳奈 パレス・セ     30.8511/ 41

仲津真規子 セ・ラフレ     31.6511/ 52

篠原  理恵 セ・南宇都宮     32.0011/ 33

唐鎌  典子 セ・千葉     32.3411/ 64

後藤満美子 セ・西新井     34.9811/ 25

小林  和江 セ・福生     36.3011/ 16

成島志雅子 セ・Ｆ宇都宮     36.4411/ 87

古賀八重美 セ・成城     36.6211/ 78

帆足  文子 セ・南千住     38.4212/ 39

沢本和歌子 セ・浦安     38.8012/ 710

牧  友美子 セ・用賀     41.1312/ 211

柏木  文子 セ・本郷台     41.3710/ 212

森    信子 セ・大森     44.6210/ 713

市木  葉子 ザバス新松戸     49.6910/ 814

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.02
日本記録　    26.75
大会記録　    29.20≪ 40～44歳 ≫

順位

田向  然子 セ・南千住     30.4013/ 31

佐々木  彩 セ・成城     30.5613/ 52

堀    亮子 セ・桶川北本     30.7613/ 43

梅澤  亮子 セ・桶川北本     31.5213/ 64

佐々木美佐 セ・平塚     32.3513/ 25

佐藤  桂子 セ・横浜     34.9813/ 76

鶴薗  恭子 セ・ときわ台     36.2112/ 57

高巣  咲江 セ・おおたか     36.8512/ 48

比留川美緒 セ・平塚     38.1212/ 69

八幡  悦子 セ・福生     40.3912/ 110

黒川  彩子 セ・緑園都市     44.2712/ 811

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.10
日本記録　    26.36
大会記録　    28.32≪ 35～39歳 ≫

順位

志賀友紀子 セ・東青梅     28.7314/ 41

皆本  真弓 セ・南千住     31.1014/ 52

四井  美穂 セ・天王洲     33.9514/ 33

前田由希映 セ・二俣川     35.4014/ 64

吉池  奈々 セ・湘南台     36.2714/ 25

星    郁恵 セ・西新井     42.0213/ 86

髙橋  里美 セ・横浜     43.4213/ 17

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.17
日本記録　    25.57
大会記録　    28.59≪ 30～34歳 ≫

順位

渡辺  亜衣 セ・おおたか     28.6615/ 41

新妻    梓 セ・西東京     30.2915/ 32

大家  萌実 セ・用賀     30.8915/ 23

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.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.17
日本記録　    25.57
大会記録　    28.59≪ 30～34歳 ≫

順位

宮本  八重 セ・慶應日吉     31.2515/ 64

赤尾  香織 セ・大森     32.0015/ 55

関川  晶子 セ・下北沢     33.7214/ 16

中村加代子 セ・緑園都市     36.6515/ 77

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.42
日本記録　    25.42
大会記録　    27.60≪ 25～29歳 ≫

順位

小野  智美 セ・南千住     31.0716/ 31

堀内  悠里 セ・成城     31.8616/ 42

新子由佳子 セ・阿佐谷     33.6916/ 53

後藤  元美 セ・天王洲     33.9416/ 64

佃井  志乃 セ・柏     34.6316/ 75

人見由美子 セ・高崎     42.7715/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.28 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    26.06
大会記録　    27.61≪ 18～24歳 ≫

順位

青木  美栄 セ・東青梅     27.5517/ 4 ･大会新1

早川    舞 セ・用賀     28.6517/ 52

沖野  綾子 セ・越谷     31.1117/ 13

渡部  美令 セ・南千住     31.1117/ 33

後藤  有紗 セ・新川崎     31.5817/ 25

松澤  春菜 セ・下北沢     31.8517/ 66

船戸  真帆 セ・岩槻     32.2617/ 77

青木  美樹 セ・東青梅     36.7017/ 88

山田    舞 セ・ポート     37.1016/ 19

出力日時： 7月12日 10:54


