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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.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.15
大会記録　    26.23≪ 80～84歳 ≫

順位

平田美佐子 セ・天王洲     26.171/ 5 ･大会新1

佐々木リキ江 セ・湘南台     28.981/ 22

秋山  幹子 セ・越谷     30.741/ 73

西野  知子 セ・保谷     39.931/ 14

天谷  慶子 セ・上池袋    競１1/ 4   

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.09
大会記録　    22.08≪ 75～79歳 ≫

順位

鈴木  洋子 セ・清瀬     22.612/ 41

羽場  一恵 セ・千葉     27.402/ 62

西川美恵子 セ・大森     28.741/ 33

元山  直子 セ・天王洲     28.912/ 54

三村二六子 セ・高崎     28.961/ 85

武藤喜代子 セ・天王洲     32.821/ 66

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.90
大会記録　    19.26≪ 70～74歳 ≫

順位

松川  栄子 セ・東青梅     20.053/ 51

古旗  美鈴 セ・上池袋     22.423/ 22

内田  良子 セ・用賀     24.303/ 73

八田  清子 セ・松戸     24.523/ 64

宮本  光子 セ・長沼     25.403/ 15

小野  洋子 セ・我孫子     25.534/ 56

川村佐重子 セ・阿佐谷     26.024/ 37

坂谷まり子 セ・我孫子     26.462/ 18

鈴木ユキエ セ・津田沼     26.974/ 49

田島  良重 セ・新三郷     28.182/ 210

久保美紀枝 セ・流山     29.802/ 311

小金井八千代 セ・新三郷     31.512/ 712

大塚  章子 セ・大宮宮原     31.933/ 813

星野  君子 セ・志木     32.722/ 814

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.16
大会記録　    17.37≪ 65～69歳 ≫

順位

曽我  安子 セ・新浦安     18.598/ 41

栗原はるみ セ・宇都宮     19.358/ 32

原田  岳美 セ・藤沢     19.446/ 43

水谷  裕子 セ・西新井     19.858/ 54

鶴本  年子 セ・清瀬     20.828/ 65

吉田あけみ セ・館山     20.997/ 56

市川    操 セ・下北沢     21.188/ 27

宇田川礼子 セ・我孫子     21.565/ 48

矢部恵美子 セ・清瀬     22.148/ 19

桶田  洋子 パレス・セ     22.266/ 510

出力日時： 7月12日 10:52



2 / 5

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.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.16
大会記録　    17.37≪ 65～69歳 ≫

順位

柴田美知子 セ・新浦安     22.307/ 411

小池  藤子 セ・新三郷     22.377/ 112

和田  悦子 パレス・セ     22.855/ 113

郡司  米子 セ・八千代台     22.856/ 313

小谷名賀子 セ・青砥     22.857/ 313

新倉  和美 セ・清瀬     22.986/ 816

井戸  春江 セ・流山     23.167/ 817

井川  絹代 セ・清瀬     23.785/ 618

木村  恵子 セ・越谷     23.987/ 219

青木  洋子 墨田区体育館     24.188/ 720

酒井  愛子 セ・湘南ＬＴ     24.265/ 521

藤崎  正子 セ・清瀬     24.818/ 822

上野たき子 セ・桶川北本     24.926/ 623

斉藤由利子 セ・青砥     25.616/ 2 *手動24

若林多恵子 セ・谷津     26.595/ 225

橋本美千代 セ・志木     28.455/ 726

佐藤あつ子 セ・府中     28.466/ 727

大山  伴恵 セ・トレッサ     29.535/ 828

石村眞理子 セ・新川崎     29.974/ 729

鈴木美枝子 セ・おおたか     30.104/ 6 *手動30

中川  典子 セ・浦安     30.415/ 331

直井はるみ セ・志木     32.734/ 232

山本  信子 セ・おおたか    出２4/ 1   

藤井  一恵 セ・大森    バ７7/ 7   

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.50
大会記録　    16.38≪ 60～64歳 ≫

順位

綱川香代子 セ・新浦安     16.9811/ 41

中村  和子 セ・越谷     18.5711/ 62

森本  美恵 セ・松戸     19.0011/ 33

藤代由美子 セ・長沼     19.0911/ 54

岩崎  良子 セ・おおたか     19.649/ 45

長岡  桂子 ザバス鶴見     20.0211/ 76

小沢  邦恵 セ・二俣川     20.0711/ 87

田代奈緒子 セ・ときわ台     20.3811/ 28

岡安  惠子 墨田区体育館     21.219/ 39

山崎  郁子 セ・清瀬     21.5110/ 610

相澤  史子 セ・松戸     21.6410/ 411

図子  誠子 セ・青砥     21.9012/ 412

三浦百合子 セ・天王洲     22.0811/ 113

青木  淑江 セ・成城     22.199/ 514

大野  信子 セ・津田沼     22.389/ 615

安田  啓子 セ・長沼     22.4510/ 516

藤田  典子 セ・川越     23.3312/ 317

見富志津恵 セ・谷津     23.5510/ 218

出力日時： 7月12日 10:52
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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.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.50
大会記録　    16.38≪ 60～64歳 ≫

順位

渡邉登美子 セ・阿佐谷     23.8410/ 719

後藤  悦子 セ・本郷台     23.9110/ 320

鈴木  悦子 セ・溝ノ口     24.6212/ 521

鶴﨑    緑 セ・トレッサ     25.119/ 722

三嶋  祐子 セ・阿佐谷     25.3410/ 123

松丸  映子 セ・ときわ台     25.3810/ 824

鎌田由美子 セ・新川崎     27.479/ 825

仲澤  敦子 セ・柏     27.559/ 126

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.51
大会記録　    15.81≪ 55～59歳 ≫

順位

武井麻知子 セ・二俣川     16.4613/ 41

上岡  由紀 セ・自由が丘     17.2213/ 52

原島佐知子 セ・新三郷     18.5013/ 63

松田  聡美 セ・成城     20.9813/ 34

桐沢ひとみ セ・大森     21.3714/ 65

神保  清美 セ・自由が丘     22.2913/ 26

佐々木れい セ・志木     22.5013/ 77

米林  清子 セ・越谷     23.7313/ 18

松浦  敏子 セ・我孫子     23.9112/ 69

中山美恵子 セ・青砥     24.5012/ 710

熊谷三千代 セ・横浜     25.0412/ 211

宮崎  広美 セ・平塚     25.9013/ 812

津田千佐子 セ・大森     27.2212/ 113

大西  和子 セ・天王洲     27.3812/ 814

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.04
大会記録　    14.55≪ 50～54歳 ≫

順位

田中  貴子 セ・清瀬     15.6716/ 51

間渕  典子 セ・天王洲     15.8516/ 32

真野  和美 セ・高崎     15.9816/ 13

畑田  佳代 セ・阿佐谷     16.0016/ 44

若林  朋子 パレス・セ     16.7116/ 85

野島  久枝 セ・二俣川     16.7916/ 26

木下  和代 リリオ・セ     16.9916/ 77

井芹    史 セ・長沼     18.0916/ 68

岡田  眞弓 セ・清瀬     19.0915/ 49

桜井    晶 セ・ラフレ     19.2214/ 810

竹田  正美 ザバス鶴見     19.7217/ 611

田中  香苗 セ・青砥     20.6015/ 312

太田  温子 ザバス鶴見     20.7115/ 513

牧本  好美 セ・浦安     21.1715/ 614

冨樫真樹子 セ・用賀     21.7714/ 415

石井  恵津 セ・自由が丘     21.7815/ 116

黒田  妙子 セ・柏     21.8015/ 717
出力日時： 7月12日 10:52
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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.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.04
大会記録　    14.55≪ 50～54歳 ≫

順位

髙村  武子 セ・我孫子     22.3014/ 218

早田  紀子 セ・能見台     22.5017/ 219

鈴木  夏実 セ・慶應日吉     22.6917/ 520

宗像  里美 セ・郡山     23.2117/ 421

原田奈美子 セ・成城     23.9414/ 522

巽    美保 セ・湘南台     25.2514/ 323

植野さゆり セ・福生     27.6214/ 724

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.69
大会記録　    14.81≪ 45～49歳 ≫

順位

宮口奈都子 セ・上池袋     15.3018/ 41

前野美智子 セ・成城     15.6918/ 72

鎌田  和代 セ・千葉     15.9418/ 53

有山  深雪 セ・松戸     16.6718/ 64

松下  美佳 セ・南千住     17.1018/ 35

小倉  直美 セ・清瀬     17.5418/ 26

高間  智子 セ・自由が丘     18.3821/ 27

吉岡  智子 セ・ラフレ     18.7718/ 18

是永  朋子 セ・二俣川     18.8118/ 89

漆畑  如恵 セ・市ヶ尾     20.0419/ 110

新井めぐみ セ・桶川北本     20.2419/ 511

柏木  文子 セ・本郷台     21.3819/ 412

牧  友美子 セ・用賀     22.9219/ 613

二ノ宮美佳 セ・越谷     23.0519/ 214

平野  真紀 セ・福生     24.7517/ 115

野口  祐子 セ・福生     26.1019/ 716

対木  由香 セ・二俣川     27.0117/ 817

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.10
大会記録　    14.20≪ 40～44歳 ≫

順位

柳  有美子 セ・おおたか     15.3220/ 41

佐々木美佐 セ・平塚     16.3220/ 52

浅野  美保 セ・稲毛海岸     16.7820/ 83

齋木かおり セ・長沼     17.0320/ 34

鶴薗  恭子 セ・ときわ台     17.2920/ 75

梅原佐知子 墨田区体育館     17.3320/ 26

勅使川原美代 セ・新三郷     17.5220/ 67

沖田奈々美 ザバス鶴見     17.8721/ 68

細沼  悦子 セ・越谷     18.4120/ 19

大野  祐子 セ・研究所     23.5719/ 8 *手動10

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.98
大会記録　    13.35≪ 35～39歳 ≫

順位

大黒明日香 セ・志木     15.6221/ 31

出力日時： 7月12日 10:52
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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.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.98
大会記録　    13.35≪ 35～39歳 ≫

順位

小川絵理奈 セ・西新井     16.4921/ 52

小杉真由子 セ・自由が丘     16.7721/ 43

清水  佳苗 曽谷・セ     20.9421/ 74

髙橋  里美 セ・横浜     23.1221/ 85

谷  美希子 セ・府中     25.8621/ 16

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.02
大会記録　    14.17≪ 30～34歳 ≫

順位

宮本  八重 セ・慶應日吉     15.3322/ 41

山本  沙紀 セ・我孫子     18.0922/ 72

中村加代子 セ・緑園都市     18.3122/ 23

杉浦  瑞穂 セ・西新井     19.3522/ 64

三澤  理香 曽谷・セ     20.3322/ 15

栗原  希和 セ・天王洲     15.4922/ 5OPN

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.59
大会記録　    13.51≪ 25～29歳 ≫

順位

馬場  美蘭 セ・成瀬     15.7223/ 11

酒井  菜帆 セ・二俣川     15.9523/ 72

橋本  道代 セ・阿佐谷     16.5123/ 23

関口  真実 セ・南千住     23.0523/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.71
大会記録　    13.27≪ 18～24歳 ≫

順位

山本  優子 セ・阿佐谷     14.5923/ 41

後藤  有紗 セ・新川崎     15.5723/ 32

木田  景子 セ・平塚     16.3323/ 53

佐々木華子 セ・用賀     16.8123/ 64

出力日時： 7月12日 10:52


