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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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    29.75≪ 90～94歳 ≫

順位

大橋  サト セ・成城     36.791/ 2 *手動1

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    24.80
大会記録　    29.66≪ 85～89歳 ≫

順位

三輪  勝子 セ・松戸     37.891/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.70
大会記録　    22.70≪ 80～84歳 ≫

順位

田之上ノブ セ・千葉     25.932/ 31

須山  順子 セ・松戸     27.042/ 52

西喜  圭子 セ・阿佐谷     27.302/ 23

東    敬子 セ・自由が丘     30.591/ 44

武田  昤子 セ・阿佐谷     32.772/ 65

若林  芳子 セ・湘南ＬＴ     34.192/ 76

西野  知子 セ・保谷     34.462/ 17

山内富美子 セ・長沼     34.541/ 58

下鳥美知子 セ・ポート     35.031/ 39

鏑木  玉江 セ・青砥    競１2/ 4   

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.72
大会記録　    22.01≪ 75～79歳 ≫

順位

斉藤  富枝 セ・越谷     22.823/ 41

三浦実恵子 セ・館山     26.093/ 12

岡崎冨美子 ザバス鶴見     26.783/ 53

吉田  幸子 セ・津田沼     27.013/ 74

井上  鈴江 セ・松戸     27.073/ 35

田中もみぢ セ・おおたか     27.503/ 66

大越  陽子 セ・おおたか     29.903/ 27

黒田美恵子 セ・館山     30.194/ 68

加藤美恵子 セ・東戸塚     30.403/ 89

伊東  睦恵 セ・湘南ＬＴ     30.994/ 410

冨田  玲子 セ・ときわ台     31.524/ 511

遠藤  康子 セ・津田沼     31.804/ 312

高橋  宣子 セ・大森     32.384/ 713

加藤  直子 セ・横浜     32.654/ 214

田中  京子 セ・津田沼     34.464/ 1 *手動15

柴田  幸子 セ・ときわ台     36.902/ 8 *手動16

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.20
大会記録　    20.09≪ 70～74歳 ≫

順位

戸田  洋子 セ・東戸塚     22.367/ 31

小林  静子 セ・新三郷     24.425/ 42

星    幸恵 セ・浦安     24.947/ 23

田神  洋子 セ・トレッサ     25.006/ 14

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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.20
大会記録　    20.09≪ 70～74歳 ≫

順位

武藤  歌子 セ・松戸     25.217/ 55

中村  敬子 セ・府中     25.357/ 16

浦山由美子 セ・桶川北本     25.587/ 67

高田  節子 セ・八王子     26.346/ 78

後藤  節子 セ・松戸     26.706/ 49

石井千枝子 セ・千葉     26.886/ 5 *手動10

井上  慶子 セ・八王子     27.216/ 611

橋本  洋子 セ・ときわ台     27.457/ 812

倉元  恵子 セ・館山     27.505/ 313

松木  弘美 セ・志木     27.555/ 714

山口  英子 セ・流山     27.606/ 215

浜野  操子 セ・流山     27.636/ 816

長谷川ミチ子 セ・市川     28.057/ 717

古田美智子 セ・自由が丘     28.576/ 318

加野  妙子 セ・志木     29.755/ 5 *手動19

亀井  睦子 セ・大森     30.445/ 220

佐藤美智子 セ・浦安     30.525/ 621

星野  君子 セ・志木     32.418/ 122

藤井  和子 セ・湘南ＬＴ     33.005/ 823

髙藤  祥子 セ・新三郷     33.475/ 124

伊藤  律子 セ・研究所     34.098/ 825

五十嵐勝枝 セ・ポート     39.424/ 826

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.53
大会記録　    19.33≪ 65～69歳 ≫

順位

田中  節子 セ・館山     19.4612/ 51

水谷  裕子 セ・西新井     21.5512/ 42

後藤  明美 セ・天王洲     21.5512/ 62

舛尾妃呂子 セ・稲毛海岸     21.7212/ 24

石塚  孝子 セ・志木     21.9311/ 75

籾山  敏子 セ・新浦安     22.7911/ 36

高橋  信子 セ・南宇都宮     22.8011/ 27

山内みゆき セ・新浦安     23.2011/ 58

雨塚  静恵 セ・越谷     23.6410/ 1 *手動9

小谷名賀子 セ・青砥     24.0112/ 110

山本  恭子 セ・松戸     24.1512/ 711

見崎  幸子 墨田区体育館     24.179/ 312

仲岡    輝 セ・我孫子     24.2611/ 813

藤崎  正子 セ・清瀬     24.4312/ 314

宮島  町子 リリオ・セ     24.488/ 415

吉田三枝子 墨田区体育館     24.5110/ 816

新田  良子 セ・志木     24.739/ 517

毛利  静江 セ・館山     24.7310/ 417

市川  房子 セ・本郷台     24.7710/ 619

木村  恵子 セ・越谷     24.8011/ 120

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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.53
大会記録　    19.33≪ 65～69歳 ≫

順位

太田  重代 セ・二俣川     25.6611/ 621

村川久美子 セ・長沼     25.7511/ 422

高野  鈴子 セ・葛西     26.059/ 223

伊藤みのり セ・慶應日吉     26.3010/ 524

田村  俊子 セ・館山     26.7110/ 725

宮川  禮子 セ・清瀬     26.9710/ 326

岡村  悦子 セ・おおたか     27.2110/ 227

安野  裕子 セ・新川崎     27.299/ 728

荻野  まり セ・宇都宮     27.669/ 129

阿部  石子 セ・南千住     28.508/ 330

友野  敬子 セ・館山     28.619/ 431

桑垣  正子 セ・ポート     29.038/ 232

増岡千代子 セ・おおたか     29.219/ 633

石村眞理子 セ・新川崎     29.248/ 534

石塚しず江 セ・越谷     30.938/ 635

直井はるみ セ・志木     31.8513/ 136

山本まり子 セ・能見台     32.069/ 837

有泉  玲子 セ・浦安     32.368/ 738

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.21
大会記録　    18.72≪ 60～64歳 ≫

順位

佐々木幸子 セ・前橋     17.7315/ 4 ･大会新1

酒井  香澄 セ・湘南ＬＴ     18.9715/ 32

吉野  治子 セ・成城     19.9515/ 53

田邊和歌子 セ・横浜     20.0515/ 24

川上  涼子 セ・千葉     21.4615/ 65

関矢  秀子 パレス・セ     21.7614/ 46

林  由紀子 セ・南千住     21.8414/ 37

片桐  万澄 セ・南千住     22.4515/ 18

江幡菜穂子 セ・浦安     22.4515/ 88

小笠原京子 セ・流山     22.7814/ 810

秋元  良枝 セ・谷津     23.3314/ 511

三浦百合子 セ・天王洲     23.7515/ 712

小林奈智子 リリオ・セ     23.9614/ 1 *手動13

大泉美和子 パレス・セ     24.5913/ 314

中島  秀子 セ・新三郷     24.9314/ 215

桑原  美雪 セ・桶川北本     24.9713/ 216

掃部  典子 曽谷・セ     25.2213/ 617

松丸  映子 セ・ときわ台     25.6814/ 618

臼井希代子 セ・大宮宮原     26.0314/ 719

飯島  智恵 セ・南千住     28.8413/ 520

于    亜芝 セ・南千住     28.8513/ 421

髙木  幸子 セ・桶川北本     29.5913/ 722

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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.52
大会記録　    16.52≪ 55～59歳 ≫

順位

石田  良子 セ・越谷     18.8517/ 31

天田  明美 セ・清瀬     19.9117/ 42

松田  聡美 セ・成城     20.4917/ 53

片平  明子 セ・市ヶ尾     20.6917/ 64

寺島いづみ セ・西新井     21.0017/ 75

原島佐知子 セ・新三郷     21.4916/ 36

江崎ゆう子 セ・宇都宮     21.5617/ 17

牧田  雅美 セ・成城     23.2216/ 48

木崎志緒里 セ・トレッサ     23.9117/ 89

鈴木  広美 セ・大森     24.1617/ 210

中塚  清子 セ・津田沼     24.2316/ 511

萩原  尚美 セ・桶川北本     24.2316/ 611

育村  博子 セ・おおたか     24.8716/ 213

三原  本巳 セ・谷津     26.0516/ 114

吉田  恵子 セ・柏     26.2618/ 615

中島  晶恵 セ・天王洲     26.9916/ 816

前田  良子 セ・二俣川     27.3518/ 7 *手動17

斎藤  葉子 セ・二俣川     27.4116/ 718

柳澤  紀子 セ・藤沢     28.4218/ 819

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.00
大会記録　    16.50≪ 50～54歳 ≫

順位

井芹    史 セ・長沼     19.5219/ 41

佐藤  明美 セ・阿佐谷     20.0919/ 52

中野  朗子 セ・慶應日吉     20.5019/ 23

高見沢ゆみ子 セ・慶應日吉     21.2320/ 54

田村  明美 セ・トレッサ     21.2519/ 35

相澤  紋美 セ・阿佐谷     21.5919/ 76

盛田真規子 セ・二俣川     21.6819/ 67

津布楽美恵子 セ・西台     23.2319/ 88

古谷  幸代 セ・二俣川     23.5019/ 19

大久保優子 リリオ・セ     23.7520/ 310

宮内  麻里 曽谷・セ     24.2220/ 211

吉野ひとみ セ・松戸     24.4620/ 712

和田貴美子 ザバス川崎     24.4720/ 613

三木  純子 セ・流山     24.5118/ 414

植野さゆり セ・福生     26.6318/ 315

鯨井  智子 セ・ラフレ     27.3818/ 116

百田真由美 セ・平塚     27.5418/ 517

田中久美子 セ・成瀬     28.6718/ 218

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.75
大会記録　    16.41≪ 45～49歳 ≫

順位

年岡  仁美 セ・千葉     17.0321/ 41

前野美智子 セ・成城     17.5321/ 52
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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.75
大会記録　    16.41≪ 45～49歳 ≫

順位

菅原    幸 セ・トレッサ     18.3921/ 33

貞島  孝子 セ・湘南台     18.9621/ 64

松浦  真美 セ・津田沼     19.1120/ 45

小林  和江 セ・福生     20.7421/ 16

泉    葉子 セ・本郷台     20.8221/ 27

木内  千晴 セ・青砥     22.4120/ 88

上野  悦子 セ・南千住     22.5821/ 89

村岡  貴子 セ・桶川北本     23.3521/ 710

朴    瑩珍 セ・南千住     29.3420/ 111

中川美保子 セ・天王洲     23.1122/ 2OPN

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.78
大会記録　    15.82≪ 40～44歳 ≫

順位

曳地  聡美 セ・湘南台     15.5523/ 5 ･大会新1

梅澤  亮子 セ・桶川北本     16.0623/ 32

坂本  桃枝 Ｇ－ＳＰＡ     16.5822/ 53

直井  美雪 セ・志木     16.7822/ 44

宇田川美穂 セ・天王洲     19.0522/ 35

奈良  佳枝 セ・千葉     21.0622/ 66

有路さくら セ・福生     21.4822/ 77

黒川  彩子 セ・緑園都市     24.8222/ 18

久保  洋子 セ・流山     30.2522/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.66
大会記録　    15.91≪ 35～39歳 ≫

順位

阿部  純子 セ・越谷     19.4023/ 21

亀田麻紀子 セ・越谷     25.4723/ 72

赤坂恵美子 セ・志木     25.5123/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.51
大会記録　    15.66≪ 30～34歳 ≫

順位

萩原ゆりか セ・天王洲     17.1423/ 41

田村  祥子 セ・おおたか     18.7123/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.15
大会記録　    14.83≪ 25～29歳 ≫

順位

関口  真実 セ・南千住     22.8823/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.71
大会記録　    14.55≪ 18～24歳 ≫

順位

石井  涼子 セ・阿佐谷     15.3824/ 41

荒木祐貴子 セ・二俣川     15.4324/ 52

船戸  真帆 セ・岩槻     17.2224/ 63

松廣  花月 セ・平塚     17.7124/ 34

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.7 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.71
大会記録　    14.55≪ 18～24歳 ≫

順位

酒井  美佳 セ・上池袋     17.9824/ 75

髙橋  未沙 セ・稲毛海岸     19.1324/ 16

青木  美樹 セ・東青梅     19.8024/ 27

出力日時： 7月12日  9:37


