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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.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.47
大会記録　    21.45≪ 80～84歳 ≫

順位

椎野  正敏 セ・越谷     23.911/ 21

高瀬  俊佑 パレス・セ     25.481/ 62

山口  良次 セ・二俣川     33.031/ 43

原      宏 セ・大宮宮原    バ７1/ 3   

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.54
大会記録　    18.82≪ 75～79歳 ≫

順位

吉田征一郎 セ・高崎     19.131/ 51

中山  幹雄 セ・大森     20.492/ 62

中村  欣正 セ・流山     21.312/ 33

増山  晶一 セ・下北沢     21.652/ 44

佐藤宗之助 セ・松戸     23.912/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.83
大会記録　    15.65≪ 70～74歳 ≫

順位

肥後  盛宣 セ・青砥     17.033/ 41

眞壁    功 セ・藤沢     17.843/ 52

益子  正人 セ・我孫子     17.943/ 33

須々木亘平 セ・藤沢     20.022/ 54

内田  幸稔 セ・松戸     20.433/ 65

岡本  孝夫 セ・新川崎     27.392/ 76

倉持  保雄 曽谷・セ     29.962/ 87

伊藤    明 セ・千葉    バ７2/ 1   

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.70
大会記録　    15.10≪ 65～69歳 ≫

順位

嶋﨑  昭夫 セ・東青梅     15.304/ 41

白井  清嗣 セ・大宮宮原     17.134/ 52

原田  吉雄 セ・新三郷     17.404/ 23

佐々木  昭 セ・館山     17.624/ 34

荒川  秀一 セ・西新井     19.374/ 65

浅野  唯男 セ・志木     20.913/ 26

永井  賢治 セ・大宮宮原     21.144/ 17

大久保美伸 セ・松戸     22.014/ 78

大和田昌孝 セ・青砥     24.154/ 89

水野  直行 セ・川越     27.373/ 110

神保  伸幸 セ・南青山     29.883/ 811

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.23
大会記録　    13.93≪ 60～64歳 ≫

順位

鈴木  克己 セ・新三郷     15.785/ 41

須藤  桂一 セ・岩槻     16.135/ 52

渡辺  正俊 セ・柏     17.425/ 33

日向  雅之 セ・柏     18.356/ 74

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.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.23
大会記録　    13.93≪ 60～64歳 ≫

順位

山田  幸男 セ・南千住     18.435/ 25

幡場  達明 セ・大宮宮原     19.235/ 86

藤田  圭司 セ・二俣川     20.075/ 67

堀越  雅之 セ・慶應日吉     20.955/ 18

斎藤    誠 セ・高崎     22.396/ 89

平野  良明 セ・阿佐谷     25.716/ 210

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.74
大会記録　    13.29≪ 55～59歳 ≫

順位

櫻田  武也 セ・自由が丘     13.297/ 4 ･大会ﾀｲ1

安田洋一郎 セ・八千代台     13.577/ 52

藤木  雅己 セ・用賀     14.927/ 33

藤田万之葉 セ・目黒     15.077/ 24

椿山  英樹 パレス・セ     15.427/ 65

関口  修一 セ・大森     16.048/ 46

吉野  誠一 セ・柏     16.117/ 77

白石  隆信 セ・自由が丘     16.177/ 88

沼田  真清 セ・南青山     16.257/ 19

茂木  和哉 セ・市ヶ尾     17.058/ 510

竹内    新 墨田区体育館     17.408/ 311

佐藤  和彦 セ・慶應日吉     17.606/ 412

上原  隆男 セ・浦安     18.326/ 513

辰巳  佳隆 セ・自由が丘     19.256/ 314

岩田  直樹 セ・Ｆ千葉     22.156/ 615

峯尾  敏幸 セ・府中     22.196/ 116

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.26
大会記録　    12.80≪ 50～54歳 ≫

順位

戸川  義光 セ・新浦安     12.999/ 41

小林  基久 セ・二俣川     14.379/ 32

山賀  勝之 セ・南青山     15.059/ 53

相馬  正信 セ・緑園都市     15.079/ 14

伊豆山善之 セ・湘南台     15.869/ 65

池田    歓 セ・阿佐谷     15.949/ 76

鄭    甲植 セ・谷津     18.479/ 87

田村  孝平 セ・志木     18.498/ 28

古口  正一 セ・越谷     19.738/ 69

岡本    浩 セ・自由が丘     20.148/ 110

小安  明久 セ・長沼     22.488/ 811

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.80
大会記録　    12.46≪ 45～49歳 ≫

順位

印南  正行 セ・柏     12.9810/ 41

小倉  秀和 セ・清瀬     14.0910/ 52

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.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.80
大会記録　    12.46≪ 45～49歳 ≫

順位

矢下  英明 セ・用賀     14.2810/ 23

中津海全士 セ・Ｓ湘南台     14.8910/ 64

小山  祐宇 セ・Ｆ東戸塚     16.2510/ 75

磯部  雄一 セ・トレッサ     16.3410/ 36

岩楯  光司 セ・ポート     22.8111/ 17

宮﨑  智明 セ・上池袋    出２10/ 1   

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.25
大会記録　    11.81≪ 40～44歳 ≫

順位

杉本  誠二 セ・ときわ台     12.0211/ 41

鈴木  友和 セ・二俣川     13.2011/ 32

永瀬  知之 セ・二俣川     13.3311/ 53

大川  明徳 セ・阿佐谷     15.8611/ 24

長埜  哲彦 セ・越谷     17.1911/ 75

武井  邦明 セ・自由が丘     17.6011/ 66

山口  一郎 セ・青砥     19.7111/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.19
大会記録　    12.03≪ 35～39歳 ≫

順位

山賀  竜馬 セ・阿佐谷     12.8412/ 41

木村  知行 セ・二俣川     13.6512/ 52

君塚  卓行 セ・天王洲     14.1812/ 83

片山  智仁 セ・福島     15.1612/ 24

鷲北  唯行 セ・長津田     16.3812/ 35

金子  晋一 セ・長津田     16.4312/ 66

井上  大輔 セ・能見台     19.0712/ 17

岡部  智彦 セ・松戸     19.7613/ 18

大川    領 セ・大宮宮原     21.9513/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.94
大会記録　    11.98≪ 30～34歳 ≫

順位

髙栁    洋 セ・二俣川     12.0514/ 41

杉本  浩孝 ザバス金沢八     12.3613/ 62

椎本  恭平 セ・阿佐谷     12.9513/ 43

江澤  成年 セ・南千住     13.1013/ 34

桐谷  俊寛 セ・新浦安     13.3913/ 25

五十嵐賢一 セ・柏     13.8113/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.97
大会記録　    11.03≪ 25～29歳 ≫

順位

土岐  健一 セ・目黒     12.1414/ 31

伊藤  孝優 セ・館山     12.5414/ 22

原    貴彦 セ・志木     14.2814/ 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.12 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.02
大会記録　    11.34≪ 18～24歳 ≫

順位

濱中  翔太 セ・慶應日吉     12.6614/ 51

川口  裕輝 セ・慶應日吉     13.3514/ 62

大野  淳哉 セ・越谷     15.5314/ 73

出力日時： 7月12日 10:52


