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第67回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路）
期日：2017年7月1日(土)              会場：千葉県国際総合水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.41
大会記録　    23.03≪ 85～89歳 ≫

順位

水間  和男 セ・越谷     32.921/ 5 *手動1

森      登 セ・松戸     38.831/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.38
大会記録　    22.28≪ 80～84歳 ≫

順位

柳田  茂治 セ・越谷     22.381/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.68
大会記録　    19.94≪ 75～79歳 ≫

順位

立川  育宏 ザバス金沢八     20.522/ 51

大塚  幹夫 セ・松戸     21.702/ 42

石井  栄治 セ・東青梅     23.052/ 33

竹内  健造 セ・浦安     25.701/ 64

前多紀久雄 セ・横浜     25.721/ 25

石川  克己 セ・市川     25.741/ 76

保谷  由夫 Ｇ－ＳＰＡ     26.021/ 37

池田  道彦 セ・南千住     26.661/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.20
大会記録　    18.37≪ 70～74歳 ≫

順位

伊豆  正義 セ・新浦安     18.493/ 41

菊地  知行 曽谷・セ     20.343/ 52

服部  宣孔 セ・ときわ台     21.263/ 33

池端  孝一 セ・成瀬     21.583/ 24

井口    穣 セ・東戸塚     21.833/ 65

泉保    央 セ・慶應日吉     22.903/ 16

榎本    勝 セ・松戸     23.263/ 87

竹島  正明 セ・越谷     25.564/ 48

岡本  孝夫 セ・新川崎     26.972/ 29

更科  勝栄 セ・Ｆ宇都宮     29.992/ 710

佐藤  清治 セ・浦安     31.162/ 111

小森  利隆 セ・おおたか     31.862/ 812

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.32
大会記録　    17.26≪ 65～69歳 ≫

順位

吉村    進 セ・成城     17.915/ 41

桜井  三重 セ・新浦安     18.555/ 52

土屋  久司 セ・東青梅     19.465/ 33

青柳    仁 セ・阿佐谷     19.595/ 24

黒川  直行 セ・浦安     19.725/ 65

大倉  健志 セ・流山     21.125/ 76

中川    孝 セ・藤沢     21.834/ 27

斉藤  祐一 セ・我孫子     21.965/ 88

田中    清 セ・大森     22.405/ 19

出力日時： 7月12日 10:52



2 / 3

第67回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路）
期日：2017年7月1日(土)              会場：千葉県国際総合水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.32
大会記録　    17.26≪ 65～69歳 ≫

順位

神保  伸幸 セ・南青山     26.304/ 510

中俣    進 セ・川越     27.144/ 611

水野  直行 セ・川越     27.294/ 312

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.09
大会記録　    16.74≪ 60～64歳 ≫

順位

与島  正彦 セ・阿佐谷     17.946/ 41

岡田  章志 セ・能見台     19.426/ 22

前川    正 セ・Ｆ東戸塚     19.436/ 53

佐久間俊夫 セ・東青梅     19.546/ 34

大串  幸弘 セ・湘南ＬＴ     19.626/ 75

木村    功 セ・千葉     21.877/ 46

松本    功 セ・高崎     23.187/ 77

林    秀樹 セ・天王洲     23.356/ 18

楢橋    章 セ・川越     26.806/ 89

神保  哲夫 セ・浦安     28.597/ 110

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.24
大会記録　    15.28≪ 55～59歳 ≫

順位

大塚    克 セ・市川     18.258/ 41

黒川  恵一 セ・市ヶ尾     18.638/ 52

蛯名  昌彦 セ・志木     19.178/ 23

岡部  浩次 セ・上池袋     20.877/ 34

平田    貴 セ・稲毛海岸     20.878/ 64

宮澤  淳二 セ・東青梅     21.937/ 66

山本    勝 セ・慶應日吉     23.007/ 57

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.09
大会記録　    14.19≪ 50～54歳 ≫

順位

小野寺  誠 セ・新浦安     13.839/ 4 ･日本新･大会新1

奥平  裕二 セ・トレッサ     15.699/ 52

近藤  恭彦 セ・松戸     17.719/ 33

恒吉    徹 セ・越谷     18.659/ 14

溝口  昭成 セ・南千住     18.729/ 65

野田  耕一 リリオ・セ     19.418/ 16

水山  直紀 セ・市ヶ尾     19.769/ 27

角田    勲 セ・館山     19.788/ 78

中村    努 セ・市川     26.588/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.33
大会記録　    13.55≪ 45～49歳 ≫

順位

坂野  照雄 セ・越谷     15.5010/ 41

兵藤  鋭雄 セ・阿佐谷     16.7210/ 52

江藤  邦徳 セ・越谷     16.9410/ 13

出力日時： 7月12日 10:52
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第67回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路）
期日：2017年7月1日(土)              会場：千葉県国際総合水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.33
大会記録　    13.55≪ 45～49歳 ≫

順位

小石  達也 セ・八王子     16.9810/ 64

小山  祐宇 セ・Ｆ東戸塚     18.0610/ 35

古高  正道 セ・天王洲     18.519/ 76

池上    功 リリオ・セ     22.139/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.94
大会記録　    13.40≪ 40～44歳 ≫

順位

大沢  祐輔 セ・福生     17.2611/ 71

遠藤  大樹 セ・新三郷     18.1111/ 12

吉川    卓 Ｇ－ＳＰＡ     24.2110/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.82
大会記録　    13.79≪ 35～39歳 ≫

順位

戎    亮介 セ・湘南ＬＴ     14.6512/ 61

小西    始 セ・西新井     14.7511/ 42

田中  宏明 パレス・セ     14.8412/ 33

横山  大志 ザバス鶴見     14.9511/ 54

三浦  一将 セ・用賀     15.6211/ 35

山岡  裕和 セ・ときわ台     16.8211/ 26

片山  智仁 セ・福島     17.2611/ 67

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.75
大会記録　    13.14≪ 30～34歳 ≫

順位

宮川    航 セ・新浦安     13.0913/ 4 ･大会新1

長田  裕史 セ・柏     14.0212/ 42

泉田  優太 セ・清瀬     14.5612/ 53

中村  健彦 セ・二俣川     14.9312/ 24

奥田  拓也 セ・新三郷     16.7012/ 85

浅生    真 セ・市川     17.2612/ 16

田    真年 セ・成城     17.3612/ 77

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.67
大会記録　    13.08≪ 25～29歳 ≫

順位

豊田健太郎 セ・下北沢     14.7013/ 31

井上  裕平 セ・福生     15.7813/ 62

江畠  将彦 セ・Ｆ千葉     15.9613/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.65
大会記録　    13.08≪ 18～24歳 ≫

順位

加間  英貴 セ・天王洲     13.1513/ 51

梅林  大貴 セ・成城     14.5713/ 22

坪田    陸 セ・平塚     16.1713/ 13

出力日時： 7月12日 10:52


