
短水路
　８００ｍ自由形 １８分０３秒４０ 　１位　●

１５００ｍ自由形 ３４分５２秒７３ 　２位　●　日本新

　　５０ｍ自由形 　　　５４秒４７ ３７位　●

　２００ｍ自由形 　４分４９秒６２ １６位　★

　　２５ｍ背泳ぎ 　　　３０秒６０ ４３位　★

中村　峯子 ７５歳区分 　２００ｍ自由形 　４分２０秒３６ ４２位　★

　２００ｍ自由形 　３分２３秒６５ 　８位

　８００ｍ自由形 １４分１３秒７９ 　１位　●

１５００ｍ自由形 ２７分０３秒５０ 　２位

　１００ｍ平泳ぎ 　２分０６秒３６ ２７位

　　５０ｍバタフライ 　　　５３秒３９ ２１位

　１００ｍ個人メドレー 　１分５１秒６１ ２１位

　２００ｍ個人メドレー 　４分０６秒３９ １０位

　１００ｍ平泳ぎ 　１分４７秒６２ ４５位　■

　２００ｍ平泳ぎ 　３分４９秒７５ １７位

　　２５ｍ平泳ぎ 　　　１７秒９３ ３１位

　　５０ｍ平泳ぎ 　　　３８秒３９ １３位

　１００ｍ平泳ぎ 　１分２４秒６８ １１位

　２００ｍ平泳ぎ 　３分０６秒３１ 　４位

　２００ｍ自由形 　２分５９秒６３ ２４位　★

　　５０ｍ平泳ぎ 　　　４４秒７３ ２６位　●

　１００ｍ平泳ぎ 　１分３５秒２９ １５位　●

　１００ｍ個人メドレー 　１分３１秒８３ ３８位　★

　２００ｍ個人メドレー 　３分２０秒４３ １５位　■

　　２５ｍ背泳ぎ 　　　１５秒００ 　１位　■　日本新

　　５０ｍ背泳ぎ 　　　３２秒３７ 　１位　■　日本新

　２００ｍ自由形 　３分２５秒２５ ４９位　★

　１００ｍ平泳ぎ 　１分４７秒４０ ４０位　■

　１００ｍ自由形 　１分１２秒４５ ４３位

　１００ｍ背泳ぎ 　１分２１秒７６ ２０位

　２００ｍ背泳ぎ 　２分５４秒９８ 　８位

　２００ｍ個人メドレー 　３分０４秒５３ ２８位

　　２５ｍ自由形 　　　１１秒３２ 　２位　●

　　５０ｍ自由形 　　　２４秒３９ 　３位　★

　１００ｍ自由形 　　　５４秒２３ 　２位　★

　１００ｍ背泳ぎ 　１分０１秒１４ 　５位　★

　　２５ｍ平泳ぎ 　　　１４秒５７ １２位　★

　１００ｍ平泳ぎ 　１分０９秒３７ １８位　★

　２００ｍ平泳ぎ 　２分３２秒７６ 　４位　★

　　２５ｍバタフライ 　　　１１秒７５ 　４位　●

　　５０ｍバタフライ 　　　２６秒０３ 　４位　★

　１００ｍバタフライ 　　　５８秒４６ 　２位　●

　２００ｍバタフライ 　２分１７秒７５ 　２位　●

　１００ｍ個人メドレー 　１分０１秒１８ 　６位　★

　２００ｍ個人メドレー 　２分１６秒６５ 　６位　●

　４００ｍ個人メドレー 　４分５９秒７９ 　６位　★

　２００ｍ平泳ぎ 　３分００秒８１ ３２位

　１００ｍバタフライ 　１分０３秒７６ ３８位

　２００ｍバタフライ 　２分３１秒４４ １３位

　２００ｍ個人メドレー 　２分２９秒３７ ２９位　●

柏木　誠 ３０歳区分 　２００ｍ平泳ぎ 　２分４６秒７４ １８位

郭　真由美 ３０歳区分 　２００ｍ自由形 　２分４３秒１６ １２位　●

南向　翔 ２５歳区分 　２００ｍ平泳ぎ 　２分５０秒７５ ２０位

南向翔・柏木誠・

石井将太・加藤耕

加藤耕・南向翔・

柏木誠・石井将太

若林洋子・野村勝江・

中村峯子・閏間順子

長水路
　　５０ｍ自由形 　　　５６秒３８ 　４位　●

　４００ｍ自由形 　８分３６秒９４ 　１位　●

　８００ｍ自由形 １８分２７秒３５ 　１位　●

１５００ｍ自由形 ３４分３３秒４６ 　１位　●　日本新

　　５０ｍ自由形 　　　５３秒１１ ３５位　●

　１００ｍ自由形 　２分０６秒５５ １８位　●

　１００ｍ背泳ぎ 　２分０５秒１０ １９位

　２００ｍ背泳ぎ 　４分２３秒５３ １３位

　１００ｍ自由形 　１分３８秒２４ ２０位

　４００ｍ自由形 　７分０４秒５０ 　４位

　８００ｍ自由形 １４分５６秒７４ 　２位

１５００ｍ自由形 ２８分４６秒１６ 　４位

　２００ｍ平泳ぎ 　４分３９秒８１ １３位　●

　　５０ｍバタフライ 　　　５５秒９５ ２３位

若林　洋子 ７０歳区分 　　５０ｍ平泳ぎ 　　　５７秒８９ ２９位　●

　１００ｍ背泳ぎ 　１分４４秒２９ ３３位

　２００ｍ背泳ぎ 　３分４６秒５４ ２４位

信田　真知子 ６０歳区分 　８００ｍ自由形 １５分４８秒１７ １７位

　４００ｍ自由形 　７分１８秒９０ ４６位

　１００ｍ平泳ぎ 　１分５１秒３３ ３４位　■

　２００ｍ平泳ぎ 　３分５７秒２５ １７位

３５歳区分

伊藤　登志恵 ８０歳区分

木下　好子 ８５歳区分

伊藤　登志恵 ８０歳区分

片渕　祐子

閏間　順子 ６０歳区分

米谷　信江 ７５歳区分

野村　勝江 ７０歳区分

儀保　都志子 ６０歳区分

２８０歳区分 　４×２００ｍフリーリレー １６分１１秒７４ 　３位

木下　好子 ８５歳区分

１２０歳区分 　４×５０ｍメドレーリレー 　１分５８秒８７ ２０位

１２０歳区分 　４×５０ｍフリーリレー 　１分４７秒９５ ２５位

佐野　梢 ３５歳区分

加藤　耕 ３５歳区分

石井　将太 ３０歳区分

生田　弘樹 ６０歳区分

舩迫　裕子 ５５歳区分

野口　拓子 ５０歳区分

２０１６年マスターズ全国５０傑ランキング

野村　勝江 ７０歳区分

閏間　順子 ６０歳区分



　　５０ｍ平泳ぎ 　　　４０秒２２ ２２位

　１００ｍ平泳ぎ 　１分２７秒２６ 　９位

　２００ｍ平泳ぎ 　３分１１秒４４ 　５位

　２００ｍ自由形 　３分００秒１９ ２０位　★

　４００ｍ自由形 　６分１９秒４１ １１位　■

　８００ｍ自由形 １２分５９秒２９ 　４位

　　５０ｍ平泳ぎ 　　　４５秒０３ ２０位　■

　１００ｍ平泳ぎ 　１分３７秒９８ １３位　●

　２００ｍ個人メドレー 　３分２１秒１７ １７位　★

野口　拓子 ５０歳区分 　　５０ｍ背泳ぎ 　　　３３秒３５ 　１位

カムーセルジュ ４０歳区分 　４００ｍ個人メドレー 　７分３４秒４９ ３１位　★

　１００ｍ平泳ぎ 　１分５２秒１７ ２８位

　２００ｍ平泳ぎ 　３分５７秒４３ １５位　★

　２００ｍ個人メドレー 　３分３６秒６９ ３３位　★

　１００ｍ自由形 　１分１３秒４８ ３２位

　２００ｍ自由形 　２分４５秒５６ ２２位

　２００ｍ背泳ぎ 　３分０１秒５８ 　９位

　　５０ｍ自由形 　　　２５秒１９ 　２位　★

　１００ｍ自由形 　　　５５秒９０ 　３位　★

　２００ｍ自由形 　２分０８秒７２ 　６位　●

　２００ｍ背泳ぎ 　２分２４秒０２ 　２位　●

　１００ｍ平泳ぎ 　１分１３秒４６ １４位　★

　２００ｍ平泳ぎ 　２分４４秒１９ 　８位　★

　　５０ｍバタフライ 　　　２６秒４０ 　２位　★

　１００ｍバタフライ 　１分００秒６３ 　４位　★

　２００ｍバタフライ 　２分２５秒０７ 　３位　★

　２００ｍ個人メドレー 　２分２１秒４３ 　７位　★　

　４００ｍ個人メドレー 　５分１７秒６５ 　２位　★

　１００ｍ自由形 　１分００秒４４ ４３位　●

　　５０ｍバタフライ 　　　２９秒２６ ４６位　●

　１００ｍバタフライ 　１分０６秒０５ ２２位　●

　４００ｍ個人メドレー 　５分５３秒７８ 　６位

　２００ｍ自由形 　２分２８秒１８ ３１位　★

　　５０ｍ平泳ぎ 　　　３４秒３９ ３８位　★

　１００ｍ平泳ぎ 　１分１９秒０９ ３２位　★

　２００ｍ平泳ぎ 　２分５３秒７４ １９位　★

　２００ｍ個人メドレー 　２分４５秒２９ ３２位

　４００ｍ個人メドレー 　６分０９秒９４ 　９位　★

中村峯子・若林洋子・

野村勝江・閏間順子

南向翔・柏木誠・

加藤耕・石井将太

古賀チエ子・木下好子

伊藤登志恵・佐藤勝代

加藤耕・南向翔・

柏木誠・石井将太

　４×５０ｍメドレーリレー 　２分０１秒７８ １６位

片渕　祐子 ３５歳区分

石井　翔太

※★印は自己記録更新

　 ●印は年齢区分記録更新

   ■はシーズン記録更新

　３分３０秒７８

１２０歳区分

３７位

１２０歳区分 　４×５０ｍフリーリレー 　１分５１秒２４ ２８位

２８０歳区分 　４×５０ｍフリーリレー

柏木　誠 ３０歳区分

２８０歳区分 　４×５０ｍメドレーリレー

佐野　梢 ３５歳区分

加藤　耕 ３５歳区分

３０歳区分

生田　弘樹 ６０歳区分

舩迫　裕子 ５５歳区分

　３分３５秒００ １８位


