
第58回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2012年11月23日

NO.17 混合４×50ｍ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】
1 パレス   3:13.09 高瀬  俊佑 宇田川京子 桶田  洋子 大谷  政通
2 成城   3:20.37 本郷  伸彦 杉本  瑤子 本橋  友子 中田  正二
3 浦安   3:31.81 志田  璋一 竹内  健造 渡辺  米子 星    幸恵

【240～279歳】
1 成瀬   2:47.50 中平  信子 米澤美智子 和田  恵勝 星野  達夫
2 戸塚   2:53.48 亀田  一麿 菅井  道子 香川  左近 後藤久美子
3 市川   2:57.21 市丸  ゆり 高橋  久美 石川  守也 野澤  靖欣
4 東戸塚   3:02.54 竹内  光夫 加藤美恵子 伊藤  秀幸 戸田  洋子
5 おおたか   3:07.11 大越  陽子 育村  博子 會田  修一 鈴木  朝雄
6 パレス   3:16.25 和田  悦子 矢島    要 石井  君育 廣重  真理
7 藤沢 3:31.50 眞壁 祐子 西山 精一 眞壁 功 奥津 久代7 藤沢   3:31.50 眞壁  祐子 西山  精 眞壁    功 奥津  久代

【200～239歳】
1 清瀬   2:39.37 天田  明美 磯野  信也 村野  雄太 高橋壽美子
2 阿佐谷   2:41.53 近藤みゆき 吉村    進 久保田勝己 宮田ひとみ
3 東武・鐘ヶ淵   2:46.76 鎌田  京子 江藤  邦徳 鎌田  大作 下川喜美枝
4 谷津   3:03.62 樋口美沙子 大井  幸太 柴    正実 若林多恵子

【160～199歳】【160～199歳】
1 おおたか   2:23.71 山地多佳子 金子  裕佑 伊藤  直子 緒方  俊英
2 横浜   2:24.76 田邊和歌子 松井    聡 加藤  大輔 佐藤  桂子
3 清瀬   2:27.27 松本  考弘 田中  貴子 渡      誠 小倉  直美
4 北本   2:35.13 梅澤  亮子 佐藤  信弘 永末  勇一 村岡  貴子
5 津田沼   2:36.06 風間ひろみ 井村  敬吾 冨沢  篤史 松浦  真美
6 我孫子   2:42.77 森川タエ子 半田  雄大 引地  雄介 譲原  恵子
7 リリオ   2:43.07 兼田  正子 松澤  裕樹 小林奈智子 渡邉  秀紀
8 阿佐谷 2:45 79 伴野 保志 三枚堂かよ子 武藤 江里 上田 潤8 阿佐谷   2:45.79 伴野  保志 三枚堂かよ子 武藤  江里 上田    潤
9 ラフレ   2:46.96 久保佳代子 那賀島大地 尾崎真一郎 桜井    晶
10 錦糸町   2:48.81 菅      薫 柴田三千男 袴塚  哲也 北澤  志乃
11 上池袋   2:49.21 島崎  平治 沢田  裕子 岡田  拓馬 中村  恵子
12 浦安   2:55.54 沢本和歌子 橋本  裕子 村木  孝司 水口  隆史
13 新川崎   3:22.54 小野  和彦 石村眞理子 大貫  浩憲 秦  和加子

【120～159歳】
1 南大泉 2:06 27 山岡 拓馬 畝田慎一郎 辻中 麻江 田嶋佐代子1 南大泉   2:06.27 山岡  拓馬 畝田慎一郎 辻中  麻江 田嶋佐代子
2 成城   2:10.22 物延  靖記 天野友里恵 平尾  彩子 北島  健二
3 東十条   2:11.35 瀧澤  幸恵 長谷川  綾 嶋田  耕士 宮内  絢子
4 千葉   2:11.54 年岡  仁美 川口亜希子 志母谷篤司 神長  尊士
5 越谷   2:20.37 松原    葵 岡田  崇裕 宇田川祐一 伊藤沙千枝
6 大宮宮原   2:21.48 佐藤みず江 高山  友基 茂木  克也 牧田  美奈
7 自由が丘   2:25.06 白石  隆信 渡邊  慎吾 荒井  梓沙 生田目則子
8 大宮宮原   2:26.88 永井  茉奈 畠山  勝実 上村  申和 辻橋佐枝子
9 阿佐谷 2:29 04 高本 恵理 相澤 紋美 棚網 宏之 松井 哲郎9 阿佐谷   2:29.04 高本  恵理 相澤  紋美 棚網  宏之 松井  哲郎
10 Ｓ湘南台   2:36.18 中津海全士 山之内雄臣 猪又  美佳 草野    茜
11 西台   2:36.38 宮里  恭子 中村  康宏 荒井  健一 鈴木  幸子
12 錦糸町   2:37.96 鈴木  晶子 齊藤  知良 高瀬  正規 大桶  友美
13 東十条   2:40.86 橋本  夏希 長野佐稚子 酒井  智彬 高橋    毅


