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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.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  3:01.61
日本記録　  3:36.33
大会記録　  4:10.54≪ 80～84歳 ≫

順位

熊谷  一枝 セ・天王洲   4:06.091/ 6 ･大会新1

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:51.65
日本記録　  2:51.65
大会記録　  3:43.92≪ 75～79歳 ≫

順位

前野  昭子 セ・成城   3:55.602/ 31

森川タエ子 セ・我孫子   4:05.351/ 22

本橋  友子 セ・成城   4:08.761/ 33

大橋  徳子 セ・用賀   4:12.721/ 54

御手洗ヨシ セ・研究所   4:15.482/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:44.70
日本記録　  2:44.70
大会記録　  3:17.09≪ 70～74歳 ≫

順位

佐藤由利子 セ・用賀   3:22.906/ 11

後藤久美子 セ・戸塚   3:32.023/ 42

武藤  鈴子 セ・東青梅   3:48.163/ 73

田神  洋子 セ・トレッサ   3:49.153/ 54

中田  和子 セ・越谷   3:52.971/ 45

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:25.41
日本記録　  2:42.05
大会記録　  2:59.22≪ 65～69歳 ≫

順位

中平  信子 セ・成瀬   3:06.177/ 21

舛尾妃呂子 セ・稲毛海岸   3:18.857/ 52

沢田  裕子 セ・ときわ台   3:20.736/ 83

大熊  正子 セ・桶川北本   3:33.286/ 24

樋口  伴子 セ・我孫子   3:34.172/ 25

宮内佳代子 セ・トレッサ   3:36.024/ 46

宇田川礼子 セ・我孫子   3:36.582/ 57

岡田せつ子 パレス・セ   3:37.187/ 18

田口    香 セ・清瀬   3:37.995/ 49

馬場  悦子 セ・清瀬   3:46.314/ 110

中田由紀子 セ・成城   3:56.953/ 811

小熊  良子 セ・我孫子   4:16.501/ 712

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:20.16
日本記録　  2:37.22
大会記録　  2:46.44≪ 60～64歳 ≫

順位

塙    清子 セ・自由が丘   3:14.818/ 71

岩崎  良子 セ・おおたか   3:15.137/ 62

森谷登志江 セ・慶應日吉   3:22.337/ 33

日和久美子 セ・戸塚   3:23.224/ 24

石川美紀子 セ・慶應日吉   3:23.695/ 15

長野  愛子 セ・柏   3:26.186/ 66

菅    和江 セ・戸塚   3:32.513/ 27

臼井希代子 セ・大宮宮原   3:33.205/ 88

藤田  典子 セ・川越   3:34.934/ 79

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.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:20.16
日本記録　  2:37.22
大会記録　  2:46.44≪ 60～64歳 ≫

順位

永谷真理子 セ・天王洲   3:36.535/ 510

鈴木トヨ子 セ・新三郷   3:38.874/ 811

古里  恵子 セ・おおたか   4:00.783/ 612

久保田玲子 セ・高崎   3:31.563/ 1OPN

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:13.58
日本記録　  2:29.40
大会記録　  2:29.40≪ 55～59歳 ≫

順位

天田  明美 セ・清瀬   2:54.609/ 41

藤枝  康子 ザバス鶴見   3:00.898/ 42

山﨑  京子 セ・横浜   3:04.9310/ 83

小柳  令子 セ・トレッサ   3:09.938/ 24

古宇田淳子 セ・南千住   3:13.827/ 45

育村  博子 セ・おおたか   3:21.495/ 76

毛利ゆかり セ・横浜   3:21.726/ 37

佐藤久美子 セ・新三郷   3:23.015/ 28

原    昌代 セ・市ヶ尾   3:37.125/ 69

石河久美子 セ・溝ノ口   3:38.444/ 310

宮原  美穂 セ・福生   3:39.064/ 511

熊谷三千代 セ・横浜   3:40.724/ 612

近藤みゆき セ・阿佐谷   3:45.343/ 313

利    妙子 セ・横浜   3:49.696/ 714

佐藤かをる セ・大宮宮原   3:51.142/ 615

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:10.72
日本記録　  2:21.10
大会記録　  2:25.23≪ 50～54歳 ≫

順位

福原  美奈 セ・稲毛海岸   2:59.1310/ 11

岡  くるみ セ・湘南台   3:02.849/ 62

大住  美穂 セ・新浦安   3:05.349/ 33

戸塚  康子 ザバス川崎   3:08.228/ 64

高橋  久美 セ・市川   3:11.389/ 85

岡  あけみ セ・湘南台   3:14.666/ 56

大蔵  友子 セ・谷津   3:14.797/ 77

宮内  麻里 曽谷・セ   3:20.716/ 48

田村  明美 セ・トレッサ   3:28.777/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:05.94
日本記録　  2:14.98
大会記録　  2:27.17≪ 45～49歳 ≫

順位

篠原  理恵 セ・南宇都宮   2:36.5211/ 61

池田  智子 セ・目黒   2:37.4911/ 32

菅原    幸 セ・トレッサ   2:45.9811/ 73

古賀八重美 セ・成城   2:59.339/ 54

成島志雅子 セ・Ｆ宇都宮   3:02.599/ 15

中野  陽子 セ・トレッサ   3:09.088/ 36

生田目則子 セ・自由が丘   3:10.919/ 77

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.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:05.94
日本記録　  2:14.98
大会記録　  2:27.17≪ 45～49歳 ≫

順位

是永  朋子 セ・二俣川   3:19.058/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:05.26
日本記録　  2:11.85
大会記録　  2:22.82≪ 40～44歳 ≫

順位

日下  幸子 ザバス川崎   2:28.4611/ 51

堀    亮子 セ・桶川北本   2:31.5111/ 42

佐藤  晴菜 セ・成城   2:44.1711/ 13

関    順子 セ・新三郷   2:51.7310/ 54

的場ひとみ セ・市ヶ尾   2:59.2310/ 65

西﨑喜代美 セ・志木   3:02.659/ 26

高巣  咲江 セ・おおたか   3:07.9510/ 47

八幡  悦子 セ・福生   3:11.128/ 18

鈴木  幸子 セ・西台   3:29.288/ 59

羽鳥  尚子 セ・平塚   4:21.145/ 310

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:03.12
日本記録　  2:03.12
大会記録　  2:12.54≪ 35～39歳 ≫

順位

草野    茜 セ・Ｓ湘南台   2:47.8110/ 31

吉池  奈々 セ・湘南台   2:57.5510/ 22

前田由希映 セ・二俣川   3:04.3210/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 200m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　  2:05.86
大会記録　  2:14.80≪ 18～24歳 ≫

順位

柴  友紀乃 セ・Ｓ湘南台   2:39.9111/ 21

出力日時： 7月12日 10:52


