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NO.２２ 混合４×50ｍ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】
1 松戸   2:41.60 ･大会新 川口  栄子 須山  順子 佐藤宗之助 日野  隆司
2 自由が丘   3:15.50 染野  和夫 東    敬子 大塚  高之 古田美智子
3 おおたか   3:31.24 宮瀬  吉弘 山根    節 小牧  局子 鈴木美枝子

【240～279歳】
1 成瀬   2:23.48 和田  恵勝 中平  信子 米澤美智子 星野  達夫
2 戸塚   2:30.77 香川  左近 日和久美子 後藤久美子 亀田  一麿
3 自由が丘   2:47.66 古田  有一 髙栁  敬子 神保  清美 八木  佑幸
4 浦安   3:07.43 大内    洋 佐藤  清治 佐藤美智子 森  まゆみ
5 横浜   3:11.51 前多紀久雄 加藤  直子 斉藤  泰子 中井  博行

【200～239歳】
1 二俣川   2:02.29 ･大会新 冨松    実 堀    秀子 武井麻知子 下家  成人
2 浦安   2:13.02 中谷  光宏 島    昌代 酒井寿美恵 西村  弘一
3 自由が丘   2:16.97 辰巳  佳隆 ダン  典子 上岡  由紀 尾形  和美
4 パレス   2:20.60 椿山  英樹 関矢  秀子 宝達  美香 石井  君育
5 柏   2:22.54 川村  徳行 柴崎  徳子 浅浦  礼子 大野  恭治
6 溝ノ口   2:23.29 大西  長次 飯島  芳則 江上志津子 石河久美子
7 阿佐谷   2:23.70 吉村    進 近藤みゆき 相澤  紋美 疋田  道郎
8 阿佐谷   2:26.52 久保田勝己 宮田ひとみ 三嶋  祐子 折居    彰
9 横浜   2:30.93 二宮    博 山﨑  京子 濱本  志奈 若月    優
10 浦安   2:44.16 高橋  順司 渡辺  米子 江幡菜穂子 上原  隆男
11 谷津   2:49.42 松村  宜久 小池  雅章 秋元  良枝 内田  民江
12 新川崎   3:02.80 瀬田  博紀 鎌田由美子 岡本  孝夫 秦  和加子

【160～199歳】
1 パレス   2:06.41 石井  信子 宮川  則仁 鈴木和佳奈 門田  誠也
2 おおたか   2:08.83 鈴木  侑也 伊藤  直子 杉村  由美 杉村    享
3 ときわ台   2:09.14 平林すみれ 加地  隆史 磯川みゆき 山岡  裕和
4 ラフレ   2:11.66 尾崎真一郎 桜井    晶 那賀島大地 仲津真規子
5 北本   2:15.86 佐藤  信弘 梅澤  亮子 村岡  貴子 永末  勇一
6 西台   2:16.41 田口  葉子 田中  典子 荒井  健一 中村  康宏
7 東十条   2:17.33 長野佐稚子 橋本  夏希 高山  忠久 田口  幸良
8 横浜   2:19.65 小柳  朋也 熊谷三千代 利    妙子 加藤  大輔
9 阿佐谷   2:22.07 大原  清美 三枚堂かよ子 松井  哲郎 上田    潤
10 我孫子   2:24.57 森川タエ子 譲原  恵子 引地  雄介 半田  雄大
11 東武・鐘ヶ淵   2:30.24 鈴木    実 下川喜美枝 西村  咲子 五味  秀之
12 錦糸町   2:40.17 岩上美代子 袴塚  哲也 大桶  友美 古山  賢治
13 用賀   2:45.66 佃      茂 青木  淑江 田澤奈津子 安部  盛博
14 慶應日吉   2:45.86 大塚  秀幸 伊藤みのり 鈴木  夏実 山本    勝
15 慶應日吉   2:49.86 田辺  皓平 碓田  敬子 黒沢  聖子 伊藤  弘一

【120～159歳】
1 二俣川   1:51.76 ･大会新 近藤  大輔 永瀬  知之 内田  歩衣 矢内絵梨香
2 東十条   1:56.18 宮内  絢子 瀧澤  幸恵 長谷川  綾 志賀  大祐
3 阿佐谷   1:56.97 林    辰典 棚網  宏之 高本  恵理 渡辺  道代
4 下北沢   2:05.35 小野真沙美 藤井  きく 中川    卓 長尾  明芳
5 南青山   2:08.53 福島    順 芳賀加代子 河合  幸惠 菅谷    忠
6 慶應日吉   2:10.36 相木  雅次 小﨑    文 前畑  章子 田村  祐紀
7 横浜   2:10.51 松井    聡 佐藤  桂子 大野  結実 矢作    歩
8 上池袋   2:13.57 岡田  拓馬 田口  仁美 長田  寿江 山口  元康
9 福生   2:15.87 吉積  摩菜 大沢  祐輔 小林  和江 植野  正利
10 ポート   2:16.77 志村    直 岩楯  光司 木村  紀子 田中  寛恵
11 成城   2:18.76 石井  克典 浦田  昌和 清水  将江 前野美智子
12 津田沼   2:20.55 松浦  真美 冨沢  篤史 小金丸明美 井村  敬吾
13 緑園都市   2:45.63 久保  圭佑 林  真由美 黒川  彩子 黒川  浩一
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【119歳以下】
1 自由が丘   1:48.09 藤﨑  和也 澤木  亮介 大塚  理紗 荒井  梓沙
2 成城   1:50.14 物延  靖記 山賀  竜馬 平尾  彩子 天野友里恵
3 二俣川   1:50.48 前田  崇行 椿    涼佳 酒井  菜帆 高柳    洋
4 用賀   1:56.44 和田弘太郎 後藤亜希子 大家  萌実 宮川    航
5 新浦安   1:58.32 永田  武現 渡辺  亜衣 加藤  祥子 渡邉  朋徳
6 松戸   2:01.54 古内    立 五十嵐賢一 神林  紗絵 小野  晴香
7 リリオ   2:01.68 工藤  知佳 松澤  裕樹 榎本  真美 渡邉  秀紀


