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Ｎｏ．3　女子　4×25ｍメドレーリレー　

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 長沼   1:26.68 宮嶋  玲子 小笠原芳江 保坂由貴恵 甲把  昌子
2 用賀   1:34.71 大橋  サト 佐藤由利子 青木  淑江 大橋  徳子
3 研究所   1:39.88 伊藤  律子 小森  和子 海藤  政子 石井  孝子
4 津田沼   1:43.80 吉田  幸子 新堀  良江 鈴木ユキエ 田中  京子
5 松戸   1:44.92 山本  幸子 後藤  節子 中村  愛子 三輪  勝子
6 ポート   2:02.56 下鳥美知子 長島  祐子 嶋崎美恵子 五十嵐勝枝

【240～279歳区分】
1 清瀬   1:15.16 ･大会新 澤野  幸子 平塚  和子 清水  明子 天田  明美
2 ときわ台   1:27.15 松丸  映子 松木真知子 橋本  洋子 中村  道子
3 松戸   1:27.18 森本  美恵 菊池  真起 池田  則子 八田  清子
4 戸塚   1:28.53 酒谷真砂子 菅井  道子 後藤久美子 菅    和江
5 錦糸町   1:28.97 見崎  幸子 三浦  幸野 関谷  紘子 梅沢喜美子
6 パレス   1:28.99 大泉美和子 宇田川京子 桶田  洋子 和田  悦子
7 阿佐谷   1:32.40 五十嵐佳澄 宇佐美道子 川村佐重子 徳田紀美子
8 館山   1:32.77 毛利  静江 吉田あけみ 小林  松枝 友野  敬子
9 成城   1:33.65 榛葉美代子 杉本  瑤子 竹中佐江子 薗    洋子
10 川越   1:33.88 藤田  典子 金城  洋子 高倉さなえ 釡島  秀子
11 リリオ   1:34.50 小倉和歌子 川口  正代 小林奈智子 田中  克子
12 二俣川   1:34.99 斎藤  葉子 土屋  泰子 石渡  美子 前田  良子
13 藤沢   1:37.23 小宮富久子 青木  洋子 原田  岳美 奥津  久代
14 浦安   1:37.60 江幡菜穂子 鈴木  静江 森  まゆみ 渡辺  米子
15 志木   1:41.54 植田  幸子 青木  文子 安田  定子 落合美知子

【200～239歳区分】
1 西新井   1:15.54 寺島いづみ 榎本  恵子 安藤    薫 荒井  澄子
2 越谷   1:15.65 石田  良子 太田  初美 中村  和子 先野  浩子
3 成瀬   1:17.14 小澤  一子 石原  智子 米澤美智子 中平  信子
4 志木   1:17.64 直井  美雪 佐藤  房子 大黒明日香 町田恵美子
5 南千住   1:20.37 片桐  万澄 花島  澄江 松下  美佳 帆足  文子
6 ラフレ   1:21.71 吉岡  智子 田畑  安子 小関  富子 加藤  雅弓
7 阿佐谷   1:23.37 近藤みゆき 渡辺登美子 三嶋  祐子 宮田ひとみ
8 研究所   1:24.16 恩田  眞紀 矢島きよえ 中元  久美 平林  由美
9 錦糸町   1:25.22 高橋  昭子 末光とき子 北澤  志乃 吉田三枝子
10 天王洲   1:25.63 永谷真理子 森内  裕子 間渕  典子 三浦百合子
11 浦安   1:26.42 野上  康子 橋本  裕子 島    昌代 酒井寿美恵
12 三郷   1:26.83 原島佐知子 佐藤久美子 渡部ひとみ 鈴木トヨ子
13 八王子   1:27.24 山本  庸子 加藤かずみ 小笠原三春 高田  節子
14 リリオ   1:27.64 吉田  初枝 清水恵美子 田中さとみ 小林るみこ
15 東武・鐘ヶ淵   1:29.78 鎌田  京子 小松美佐枝 下川喜美枝 平井  節子
16 錦糸町   1:31.20 岡安  恵子 岩上美代子 ﾄﾘﾝｸﾙ尚子 片柳  陽子
17 津田沼   1:31.46 小金丸明美 風間ひろみ 土田  和子 中塚  清子
18 本郷台   1:31.68 泉    葉子 飯嶋  優子 後藤  悦子 市川  房子
19 慶應日吉   1:34.31 伊藤みのり 黒沢  聖子 石川美紀子 八ツ橋和子
20 我孫子   1:36.62 島﨑  静美 中居  淑子 松浦  敏子 山梨  静枝

【160～199歳区分】
1 清瀬   1:09.17 田中  貴子 関口  雅子 岡田  眞弓 小倉  直美
2 新浦安   1:10.43 安藤真奈美 宮本  千津 綱川香代子 渡辺  亜衣
3 おおたか   1:12.71 山地多佳子 糸川  真以 柳  有美子 杉村  由美
4 二俣川   1:13.05 盛田真規子 堀    秀子 武井麻知子 知見  実央
5 リリオ   1:14.04 兼田  正子 高橋佐由利 榎本  真美 木下  和代
6 成城   1:16.01 清水  将江 田代眞理子 伊藤ゆかり 志筑  香苗
7 Ｓ湘南台   1:17.32 稗貫  恵理 石井ゆりか 佐藤  紀子 松村  節子
8 曽谷   1:22.06 宮内  麻里 掃部  典子 西川  真紀 常山  信子
9 世田谷   1:24.82 丸山  由紀 山本美智代 松田  聡美 張    賢善



第57回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2012年6月30日

10 下北沢   1:25.70 豊田  典子 中村  明美 小野真沙美 弓削  夏代
11 長津田   1:27.76 成田  裕子 青木美佐子 小池  淳子 畔辻  礼子
12 リリオ   1:28.26 引田  智美 大久保優子 大塚  明子 吉井佐智子

【120～159歳区分】
1 天王洲   1:05.99 長谷川千佐子 草薙  千絵 平尾  彩子 萩原ゆりか
2 パレス   1:13.07 石井  信子 鈴木和佳奈 宝達  美香 日昔  加奈
3 津田沼   1:14.11 飯田    節 熊坂  冴佳 松浦  真美 細井理恵子

【119歳以下区分】
1 津田沼   1:04.64 村上  絵美 宍倉  美波 宍倉  夕映 佐藤    遥
2 Ｓ湘南台   1:07.09 石倉  成子 草野    茜 名須川紗綾 猪又  美佳
3 南大泉   1:11.85 杉本めぐみ 岡庭  瑞生 福岡  芽衣 高橋    慧


