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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.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    27.22≪ 85～89歳 ≫

順位

林  美智子 セ・館山     36.471/ 7 *手動1

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    21.51
大会記録　    25.88≪ 80～84歳 ≫

順位

上田寿美子 セ・成城     26.471/ 51

小森  和子 セ・研究所     30.521/ 62

高橋  昭子 セ・ときわ台     30.801/ 43

松井久仁子 セ・市ヶ尾     35.121/ 34

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    20.26
大会記録　    24.32≪ 75～79歳 ≫

順位

太田千惠子 セ・稲毛海岸     24.832/ 41

宇田川京子 セ・桶川北本     25.042/ 52

永島  郁子 ザバス鶴見     25.482/ 63

杉本  瑤子 セ・成城     27.192/ 34

三浦実恵子 セ・館山     30.722/ 75

平井  節子 セ・南千住     31.682/ 26

北村ミエ子 セ・藤沢     33.902/ 17

大越  陽子 セ・おおたか     34.072/ 88

加藤  保子 セ・志木     37.641/ 19

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.95
大会記録　    19.97≪ 70～74歳 ≫

順位

海藤  政子 セ・研究所     20.903/ 41

手塚  泰子 セ・清瀬     25.303/ 32

花島  澄江 セ・南千住     26.893/ 23

諸橋  暁子 曽谷・セ     26.944/ 54

川村佐重子 セ・阿佐谷     27.043/ 15

松平  綾子 セ・大森     28.093/ 56

浜野  操子 セ・流山     28.113/ 87

井上  慶子 セ・八王子     28.693/ 7 *手動8

舘野  圭子 セ・用賀     30.414/ 49

相澤  和子 パレス・セ     31.513/ 610

川端  淑子 セ・天王洲     32.334/ 311

田島  良重 セ・新三郷     35.574/ 712

染谷  敏子 セ・天王洲     38.104/ 813

加野  妙子 セ・志木     41.334/ 614

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.95
大会記録　    19.42≪ 65～69歳 ≫

順位

滋野  好子 セ・前橋     21.956/ 41

松木真知子 セ・ときわ台     23.255/ 22

若松はる子 セ・松戸     24.896/ 53

小澤  優子 セ・葛西     25.145/ 74

出力日時： 7月12日  9:37
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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.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.95
大会記録　    19.42≪ 65～69歳 ≫

順位

吉田あけみ セ・館山     25.186/ 35

清水恵美子 リリオ・セ     25.966/ 86

矢島きよえ セ・研究所     25.985/ 47

籾山  敏子 セ・新浦安     26.105/ 68

高橋  典子 セ・ときわ台     26.656/ 19

薗    洋子 セ・成城     26.725/ 110

末光とき子 墨田区体育館     26.755/ 311

福島  孝江 セ・松戸     26.826/ 712

山村  昌子 セ・南千住     27.256/ 213

馬場  悦子 セ・清瀬     27.676/ 614

佐藤あつ子 セ・府中     28.425/ 515

渡邉  文子 セ・大森     28.904/ 216

阿部  石子 セ・南千住     30.657/ 117

原田  早苗 セ・南千住     30.675/ 818

永井眞里子 セ・新三郷     31.264/ 119

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.83
大会記録　    18.90≪ 60～64歳 ≫

順位

ダン  典子 セ・自由が丘     20.389/ 41

田代  郁子 セ・ときわ台     20.659/ 62

三枚堂かよ子 セ・阿佐谷     20.999/ 53

西村  恵子 セ・東青梅     21.499/ 34

田代眞理子 セ・成城     21.619/ 25

桶谷  智子 セ・成城     22.149/ 76

掃部  典子 曽谷・セ     22.927/ 37

瀧下  節子 セ・志木     23.088/ 58

冨永  治子 セ・大宮宮原     23.5210/ 39

豊田  典子 セ・下北沢     23.698/ 610

菅井  道子 セ・戸塚     23.899/ 111

立間  玲子 セ・我孫子     24.498/ 212

益田加津子 セ・自由が丘     24.838/ 113

小笠原三春 セ・八王子     24.928/ 314

林  由紀子 セ・南千住     25.118/ 415

岡田美恵子 セ・溝ノ口     25.227/ 416

渡邉登美子 セ・阿佐谷     26.509/ 817

田沢  利江 セ・ときわ台     26.558/ 818

加藤かずみ セ・八王子     27.378/ 719

桑原  美雪 セ・桶川北本     27.591/ 820

田村加代子 セ・おおたか     29.3810/ 421

渡辺  広美 セ・新三郷     29.827/ 722

枝松百合子 セ・谷津     30.267/ 623

柴田  洋幸 セ・成城     30.837/ 224

下川喜美枝 セ・南千住     33.297/ 525

松島  恵子 セ・志木     33.467/ 826

出力日時： 7月12日  9:37
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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.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.71
大会記録　    19.21≪ 55～59歳 ≫

順位

酒井寿美恵 セ・浦安     19.9012/ 41

伊藤ゆかり セ・成城     20.4712/ 32

田中由美子 セ・能見台     20.5012/ 53

風間ひろみ セ・津田沼     21.2212/ 14

小池理恵子 セ・阿佐谷     21.5312/ 65

高梨  美樹 セ・成城     21.7212/ 26

吉田  有子 セ・館山     22.4410/ 27

廣瀬  伸子 セ・成城     23.1312/ 78

近藤  宏子 セ・用賀     23.2311/ 69

池辺  圭子 セ・市ヶ尾     23.5911/ 510

井上美佐子 セ・大森     24.1213/ 211

古宇田淳子 セ・南千住     24.2112/ 812

杉村由紀子 セ・溝ノ口     24.6013/ 613

長谷川ますみ セ・本郷台     24.6711/ 414

佐々木政子 セ・大森     24.8910/ 515

岩上美代子 墨田区体育館     26.1413/ 116

奥野  郁子 セ・千葉     26.5611/ 717

西澤  順子 セ・青砥     26.6711/ 818

渋谷  照代 セ・我孫子     27.4011/ 119

宮島  浩美 セ・大宮宮原     27.5813/ 720

花形  一実 セ・南千住     29.0311/ 221

木村    恵 セ・我孫子     29.7810/ 622

北嶋  春美 セ・湘南ＬＴ     30.5710/ 723

中村  清美 セ・千葉     32.2110/ 124

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.24
大会記録　    17.86≪ 50～54歳 ≫

順位

寳亀  裕子 セ・南千住     17.7514/ 4 ･大会新1

佐藤美絵子 セ・清瀬     20.8314/ 32

山田真理子 パレス・セ     20.8914/ 53

盛田真規子 セ・二俣川     22.0314/ 24

丸崎  恭子 セ・越谷     22.4914/ 85

長野佐稚子 セ・東十条     23.0914/ 66

黒沢  聖子 セ・慶應日吉     23.2513/ 87

平松栄里子 セ・府中     23.3015/ 58

増子  保子 セ・千葉     23.4915/ 39

鈴木  のり セ・ポート     24.1114/ 710

岡田  佳子 パレス・セ     24.1813/ 411

平澤    馨 セ・府中     24.8213/ 512

山本  紀子 セ・松戸     25.3514/ 113

田中  香苗 セ・青砥     25.5915/ 614

鯨井  智子 セ・ラフレ     28.7013/ 315

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.07
大会記録　    17.19≪ 45～49歳 ≫

順位

出力日時： 7月12日  9:37
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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.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.07
大会記録　    17.19≪ 45～49歳 ≫

順位

有山  深雪 セ・松戸     19.1816/ 41

上田  久美 セ・研究所     19.4216/ 52

吉岡  智子 セ・ラフレ     19.6716/ 33

栗林  真理 セ・長沼     20.2116/ 64

石川  恭子 セ・南千住     21.1016/ 25

森川佳余子 セ・浦安     21.6016/ 76

中野  陽子 セ・トレッサ     22.1217/ 47

菅      薫 墨田区体育館     22.2716/ 18

村岡  貴子 セ・桶川北本     22.3816/ 89

岩倉  由香 セ・二俣川     22.5517/ 710

浅井  智美 セ・二俣川     23.8517/ 511

長谷川千恵 セ・新川崎     24.8715/ 112

佐々木夕子 セ・市ヶ尾     26.7517/ 213

野口  祐子 セ・福生     27.7817/ 114

田澤奈津子 セ・成城     27.8515/ 215

市木  葉子 ザバス新松戸     28.0617/ 816

蔵屋由紀子 セ・新川崎     29.7615/ 817

佐藤  泰子 セ・溝ノ口     30.3015/ 718

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.67
大会記録　    17.31≪ 40～44歳 ≫

順位

来島  優子 セ・本郷台     18.2918/ 51

望月友香子 セ・谷津     20.2518/ 72

榎本  真美 セ・津田沼     20.3318/ 33

黒澤  久枝 セ・松戸     20.4218/ 24

磯部  由貴 セ・館山     21.4417/ 65

芳賀加代子 セ・南青山     21.6818/ 66

加藤  智美 セ・湘南台     22.5518/ 47

岡村  幸代 セ・桶川北本     23.3417/ 38

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.30
大会記録　    16.74≪ 35～39歳 ≫

順位

瓜生  恭子 墨田区体育館     20.2819/ 61

宮内  絢子 セ・東十条     20.3519/ 52

佐久間朋子 セ・天王洲     22.3318/ 83

山崎志津子 セ・越谷     23.0318/ 14

清水  佳苗 曽谷・セ     23.3519/ 75

岩田  沙織 セ・福生     24.0119/ 26

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.31
大会記録　    17.21≪ 30～34歳 ≫

順位

丸田  紘子 セ・能見台     20.2219/ 41

谷岡  千秋 セ・用賀     22.9719/ 32

大野  智美 ザバス和光     27.0219/ 13

出力日時： 7月12日  9:37
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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.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.72
大会記録　    16.30≪ 25～29歳 ≫

順位

穂積  彩織 セ・二俣川     16.4520/ 51

大下友利恵 セ・葛西     18.7420/ 82

酒井  菜帆 セ・二俣川     20.3020/ 73

高梨  悠希 セ・越谷     21.5920/ 14

人見由美子 セ・高崎     26.5419/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.09
大会記録　    15.83≪ 18～24歳 ≫

順位

西城美由紀 墨田区体育館     16.4520/ 41

芝野  絢菜 セ・二俣川     17.7920/ 32

三津田彩佳 セ・新浦安     18.9720/ 63

出力日時： 7月12日  9:37


