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Ｎｏ．16　女子　４×２５ｍフリーリレー　

順位 所属略称 公式時間 新記録 泳者1 泳者2 泳者3 泳者4
【280～319歳区分】

1 松戸   1:11.78 ･大会新 八田  清子 須山  順子 川口  弓子 川口  栄子
2 長沼   1:12.33 ･大会新 宮嶋  玲子 小笠原芳江 保坂由貴恵 甲把  昌子
3 天王洲   1:20.31 川端  淑子 熊谷かずえ 平田美佐子 室谷  晴江
4 用賀   1:20.85 青木  淑江 大橋  徳子 大橋  サト 佐藤由利子
5 三郷   1:24.98 小林  静子 大山  弘子 大村  英子 宗田  嬉子
6 研究所   1:27.12 伊藤  律子 小森  和子 石井  孝子 海藤  政子
7 用賀   1:29.55 山下登志子 松本  祥子 早田  治子 舘野  圭子
8 津田沼   1:30.77 吉田  幸子 新堀  良江 田中  京子 鈴木ユキエ

【240～279歳区分】
1 越谷   1:11.34 伊藤沙千枝 斉藤  富枝 秋山  幹子 中田  和子
2 新浦安   1:11.61 籾山  敏子 舘上  結子 小林八重子 柴田美知子
3 大倉山   1:12.28 三本  節子 田神  洋子 宮内佳代子 岩井  富代
4 戸塚   1:15.24 菅井  道子 菅    和江 日和久美子 後藤久美子
5 パレス   1:15.54 廣重  真理 桶田  洋子 大泉美和子 相澤  和子
6 浦安   1:15.58 江幡菜穂子 鈴木  静江 渡辺  米子 酒井寿美恵
7 二俣川   1:16.41 石渡  美子 土屋  泰子 武藤  治子 前田  良子
8 清瀬   1:16.57 井川  絹代 森    京子 山崎  郁子 菊地枝美子
9 錦糸町   1:16.79 見崎  幸子 三浦  幸野 梅沢喜美子 関谷  紘子
10 館山   1:19.02 小林  松枝 毛利  静江 友野  敬子 吉田あけみ
11 川越   1:20.99 高倉さなえ 藤田  典子 金城  洋子 釡島  秀子
12 おおたか   1:22.76 山地多佳子 鈴木美枝子 大越  陽子 育村  博子
13 リリオ   1:23.21 小倉和歌子 川口  正代 田中  克子 小林奈智子
14 藤沢   1:24.44 奥津  久代 青木  洋子 小宮富久子 眞壁  祐子
15 志木   1:25.49 植田  幸子 青木  文子 落合美知子 安田  定子

【200～239歳区分】
1 西新井   1:05.35 榎本  恵子 佐藤  成子 寺島いづみ 荒井  澄子
2 世田谷   1:06.11 吉野  治子 桶谷  智子 松田  聡美 高梨  美樹
3 清瀬   1:06.34 澤野  幸子 阿久津一美 高橋壽美子 天田  明美
4 志木   1:06.79 大黒明日香 直井  美雪 町田恵美子 佐藤  房子
5 成瀬   1:06.84 石原  智子 米澤美智子 小澤  一子 中平  信子
6 ときわ台   1:08.71 蓑田  朝子 中村  道子 大月  幸子 平林すみれ
7 成城   1:09.73 榛葉美代子 杉田美奈子 清    典子 竹中佐江子
8 三郷   1:12.44 原島佐知子 鈴木トヨ子 渡部ひとみ 佐藤久美子
9 研究所   1:13.13 平林  由美 矢島きよえ 恩田  眞紀 中元  久美
10 阿佐谷   1:13.44 近藤みゆき 渡辺登美子 三嶋  祐子 宮田ひとみ
11 南大泉   1:14.35 小関ゆかり 横井  清子 生山  芳子 鈴木  和子
12 浦安   1:17.02 沢本和歌子 神村  祥子 野上  康子 星    幸恵
13 津田沼   1:21.16 大西  祐子 土田  和子 中塚  清子 風間ひろみ
14 本郷台   1:21.71 市川  房子 泉    葉子 飯嶋  優子 後藤  悦子

【160～199歳区分】
1 清瀬     59.75 小倉  直美 岡田  眞弓 田中  貴子 関口  雅子
2 リリオ   1:00.55 木下  和代 榎本  真美 兼田  正子 高橋佐由利
3 阿佐谷   1:00.89 佐藤  明美 相澤  紋美 高本  恵理 佐野和歌奈
4 慶應日吉   1:02.26 宮本  八重 守屋  乙美 黒沢  聖子 小﨑    文
5 成城   1:02.46 五十嵐葉月 清水  将江 田代眞理子 伊藤ゆかり
6 西東京   1:02.92 青山  秀美 宮崎  映子 中嶋    梓 志賀友紀子
7 Ｓ湘南台   1:06.70 松村  節子 根本  奈々 石井ゆりか 佐藤  紀子
8 二俣川   1:09.52 内田  歩衣 斎藤  葉子 知見  実央 盛田真規子
9 上池袋   1:09.71 田口  仁美 沢田  裕子 長田  寿江 中村  恵子
10 南千住   1:11.34 佐藤  啓子 古宇田淳子 菊地  由貴 田向  然子
11 曽谷   1:15.32 宮内  麻里 吉田  瑠夏 三澤  理香 掃部  典子
12 下北沢   1:17.96 小野真沙美 中村  明美 平山  由子 弓削  夏代
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【120～159歳区分】
1 ポート   1:00.86 石田  彩紀 木村  紀子 鈴木美智子 田中  寛恵
2 大宮宮原   1:01.23 佐藤みず江 川島  香澄 牧田  美奈 辻橋佐枝子
3 津田沼   1:06.76 細井理恵子 飯田    節 小金丸明美 熊坂  冴佳

【119歳以下区分】
1 津田沼     55.97 佐藤    遥 宍倉  美波 宍倉  夕映 村上  絵美
2 南大泉     56.55 福岡  芽衣 辻中  麻江 内田  梨奈 田嶋佐代子
3 Ｓ湘南台   1:03.37 草野    茜 猪又  美佳 稗貫  恵理 石倉  成子


