
第50回セントラルスポーツ西日本エリア マスターズフェスティバル

会場：なみはやドーム（サブプール）
期日：2013年6月2日（日）

No.5　女子２５ｍ自由形

順位 氏　名 クラブ名 タイム
【18～24歳区分】

1 渡辺  恵梨 平野 14.72
2 末廣  鈴花 四条畷 17.90
3 兼子  潮 平野 18.41
4 大石  悠里 新大阪 18.66
5 辻井  茉莉花 尼崎 18.92
6 山元  奈々 東香里 20.05

【25～29歳区分】
1 菅野  文 平野 13.96
2 竹原  友理奈 四条畷 15.89
3 池田  美波 岡崎 16.08
4 藤田  奈朋美 尼崎 16.14
5 飯田  真由 芦屋 16.31
6 藤村  あかり 芦屋 17.78
7 八木  尚子 六甲道 19.77

【30～34歳区分】
1 藤田  奈津子 平野 14.38
2 小西  貴代子 尼崎 15.15
3 大井  綾 四条畷 17.52
4 中尾  紗月 芦屋 18.52
5 迫田  美奈子 蒲生 20.84

【35～39歳区分】
1 高田  芳子 新大阪 16.72
2 赤嶺  ゆみ 新大阪 19.06

【40～44歳区分】
1 佐々木  真弓 四条畷 13.85
2 丸山  由紀子 新大阪 14.99
3 村上  和子 四条畷 15.91
4 玉川  絵理 新大阪 18.88
5 安田  みさ 新大阪 24.72

【45～49歳区分】
1 二口  由加里 蒲生 16.97
2 安田  多恵 新大阪 17.03
3 米谷  淳子 尼崎 18.83
4 松森  明子 新大阪 19.95
5 池内  順子 平野 20.53
6 田代  ゆか 一社 21.57
7 藏所  孝子 芦屋 22.44

【50～54歳区分】
1 梅次  みゆき 桔梗が丘 16.91
2 津田  ふみ代 大曽根 17.54
3 松本  牧子 蒲生 17.76
4 浦郷  由起子 東香里 18.09
5 佐藤  真由美 大曽根 18.23
6 萬雲  真由美 尼崎 18.81
7 植浦  隆子 四条畷 19.90
8 宇治  敬子 芦屋 20.43
9 中川  裕子 新大阪 20.45
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順位 氏　名 クラブ名 タイム
【55～59歳区分】

1 渡辺  桂子 岡崎 16.09
2 谷  留利子 住ノ江 17.50
3 橋本  朱美 蒲生 19.11
4 白井  久美子 四条畷 19.79
5 清武  カヨ子 ゲート 23.15

【60～64歳区分】
1 岡山  千代子 桔梗が丘 17.96
2 松本  栄美 太秦 18.51
3 上田  ひとみ 太秦 18.85
4 山根  みち子 芦屋 20.50
5 井出  博子 蒲生 20.63
6 山脇  タキ子 都島 21.19
7 植松  幸子 太秦 22.81
8 常盤  悦子 桔梗が丘 22.83
9 徳永  京子 太秦 23.35
10 與那  ミヨ子 都島 23.77
11 長谷川  惠子 太秦 23.78
12 阪口  美紀子 太秦 23.80
13 小西  輝美 都島 24.45

【65～69歳区分】
1 高島  弘子 都島 19.53
2 永田  むつ子 平野 19.70
3 増喜  政子 蒲生 20.24
4 西浦  みち代 東香里 20.43
5 下  直子 桔梗が丘 21.18
6 山中  由利子 蒲生 21.62
7 山崎  博子 四条畷 22.34
8 山口  育子 四条畷 22.57
9 森岡  洋子 太秦 22.83
10 片岡  陽子 ゲート 22.85
11 毛利  まゆみ 蒲生 23.07
12 杉本  はる 太秦 23.49
13 吉田  啓子 芦屋 23.73
14 宮澤  幸子 芦屋 25.05
15 阪下  絹代 芦屋 25.75
16 酒井  明子 新大阪 25.76
17 義光  静枝 蒲生 29.24

【70～74歳区分】
1 安田  八千代 太秦 20.06
2 古賀  美智子 都島 20.11
3 義源  恵美子 四条畷 24.39
4 佐治  弌子 東香里 24.84
5 西居  裕子 ゲート 26.36
6 清水  花子 蒲生 29.66

【75～75歳区分】
1 眞砂  玲子 都島 26.28
2 金久  薫 尼崎 31.20

【80～84歳区分】
1 田嶋  吉恵 芦屋 28.16
2 松永  禎子 桔梗が丘 28.42
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