
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】

1 長沼   1:22.02 ･大会新 保坂　由貴恵 小笠原　芳江 大関　俊子 甲把　昌子
2 西新井   1:31.56 佐藤　成子 谷川　享子 亀山　和美 中津　美喜子
3 リリオ   1:41.18 引田　弥生 長岡　洋子 千葉　よし江 小倉　和歌子
4 津田沼   1:45.52 宮田　公子 新堀　良江 土田　和子 鈴木　ユキエ
5 ポート   1:50.40 吉岡　栄子 長島　祐子 鈴木　美智子 五十嵐　勝枝

【240～279歳】
1 越谷   1:18.11 斉藤　富枝 太田　初美 中村　和子 石田　良子
2 清瀬   1:20.76 金子　孝子 平塚　和子 山崎　郁子 鶴本　年子
3 津田沼   1:21.27 佐藤　節子 風間　ひろみ 大野　信子 吉田　幸子
4 大倉山   1:25.62 田神　洋子 宮内　佳代子 三本　節子 岩井　富代
5 浦安   1:26.02 星　幸恵 酒井　寿美恵 島　昌代 鈴木　静江
6 ときわ台   1:26.07 松丸　映子 沢田　裕子 橋本　洋子 中村　道子
7 墨田区体育館   1:27.52 見崎　幸子 三浦　幸野 梅沢　喜美子 岡安　恵子
8 長沼   1:28.35 宮嶋　玲子 田中　靖子 宮本　光子 井芹　史
9 松戸   1:29.67 後藤　節子 菊池　真起 森本　美恵 池田　則子
10 パレス   1:29.72 大泉　美和子 廣重　真理 桶田　洋子 相澤　和子
11 柏   1:30.15 長野　愛子 木澤　杲子 立間　玲子 吉田　恵子
12 東武・鐘ヶ淵   1:30.30 下川　喜美枝 小松　美佐枝 鎌田　京子 平井　節子
13 用賀   1:33.06 谷村　菜保子 佐藤　由利子 崎山　治子 大橋　徳子
14 我孫子   1:35.00 名村　順子 樋口　伴子 宇田川　礼子 平原　勢都子
15 研究所   1:35.13 恩田　眞紀 小森　和子 中元　久美 石井　孝子
16 青砥   1:35.25 鏑木　玉江 及川　信子 田中　香苗 図子　誠子
17 南千住   1:35.65 佐藤　啓子 花島　澄江 越川　芳江 原田　早苗
18 我孫子   1:41.63 豊澤　英子 石川　和子 仲岡　輝 渋谷　照代
19 墨田区体育館   1:44.98 宮本　保代 渋井　恵子 大岩　美津江 正田　ヨシ子
20 ポート   1:48.70 平松　美津枝 鈴木　ゆり子 桑垣　正子 小川　桂子

【200～239歳】
1 天王洲   1:15.65 後藤　明美 草薙　千絵 間渕　典子 三浦　百合子
2 西新井   1:15.85 寺島　いづみ 牛嶌　景子 安藤　薫 後藤　満美子
3 リリオ   1:16.24 木下　和代 榎本　真美 小林　奈智子 兼田　正子
4 ときわ台   1:22.25 鈴木　佐知子 蓑田　朝子 磯川　みゆき 大月　幸子
5 ラフレ   1:23.31 桜井　晶 加藤　雅弓 仲津　真規子 辰口　圭子
6 墨田区体育館   1:24.83 高橋　昭子 末光　とき子 浅見　志乃 吉田　三枝子
7 大宮宮原   1:24.98 臼井　希代子 坂井　慶子 冨永　治子 島村　由香
8 宇都宮   1:25.21 江崎　ゆう子 五月女　美幸 栗原　はるみ 荻野　まり
9 下北沢   1:25.67 豊田　典子 中村　明美 小野　真沙美 大竹　みつ子
10 阿佐谷   1:25.99 近藤　みゆき 渡辺　登美子 三嶋　祐子 宮田　ひとみ
11 南千住   1:27.63 伊藤　寿恵 林　由紀子 片桐　万澄 古宇田　淳子
12 戸塚   1:28.26 菅　和江 菅井　道子 酒谷　真砂子 日和　久美子
13 本郷台   1:28.52 泉　葉子 飯嶋　優子 後藤　悦子 市川　房子
14 二俣川   1:30.64 斎藤　葉子 小沢　邦恵 盛田　真規子 前田　良子
15 浦安   1:37.16 神村　祥子 渡辺　米子 江幡　菜穂子 森　まゆみ
16 三郷   1:46.21 原島　佐知子 中島　秀子 渡部　ひとみ 小池　藤子

【160～199歳】
1 新浦安   1:08.09 安藤　真奈美 渡辺　亜衣 綱川　香代子 酒井　まゆみ
2 おおたか   1:13.13 山地　多佳子 柳　有美子 伊藤　直子 杉村　由美
3 南千住   1:19.42 滝口　恵里 松下　美佳 帆足　文子 石川　恭子
4 研究所   1:25.21 平林　由美 矢島　きよえ 海藤　政子 浜本　早華
5 大森   1:25.44 大島　江理子 井上　美佐子 山辺　恵美子 鈴木　広美
6 曽谷   1:30.76 宮内　麻里 三澤　理香 掃部　典子 毎川　祐子

【120～159歳】
1 二俣川   1:05.15 酒井　菜帆 小田　彩織 武井　麻知子 前田　由希映
2 清瀬   1:09.90 羽賀　瑞希 田中　貴子 小倉　直美 田口　仁美
3 市川   1:19.52 山田　美希 高橋　久美 林　君代 間藤　里絵

【119歳以下】
1 二俣川   1:02.59 矢内　絵梨香 内田　歩衣 椿　涼佳 川崎　富士子


