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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.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:38.25
日本記録　  2:49.39
大会記録　  3:23.72≪ 80～84歳 ≫

順位

川本    剛 セ・長沼   3:24.012/ 21

米谷  康人 セ・我孫子   3:36.281/ 32

橋本  貞寛 セ・八千代台   4:05.591/ 73

山田  俊一 セ・東青梅   4:13.591/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:27.53
日本記録　  2:38.07
大会記録　  2:50.73≪ 75～79歳 ≫

順位

中田  正二 セ・成城   2:48.145/ 7 ･大会新1

中山  幹雄 セ・大森   3:25.691/ 42

西山  精一 セ・藤沢   3:59.921/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:22.60
日本記録　  2:28.80
大会記録　  2:38.62≪ 70～74歳 ≫

順位

栗原    猛 セ・館山   3:14.562/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:14.82
日本記録　  2:22.71
大会記録　  2:36.11≪ 65～69歳 ≫

順位

若月    優 セ・横浜   2:45.145/ 61

若宮    強 セ・成城   2:46.375/ 32

渡辺    康 セ・新三郷   2:53.554/ 23

大谷  修司 セ・館山   3:06.713/ 64

伊藤  弘一 セ・慶應日吉   3:43.431/ 65

伴野  保志 セ・阿佐谷   3:51.991/ 56

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  2:01.65
日本記録　  2:13.45
大会記録　  2:26.14≪ 60～64歳 ≫

順位

井上  昌臣 セ・西東京   2:40.506/ 81

大西  長次 セ・溝ノ口   2:45.745/ 52

北川  英介 セ・慶應日吉   2:52.663/ 33

菱沼  和男 セ・新浦安   2:54.534/ 54

折居    彰 セ・阿佐谷   2:56.552/ 45

長岡  宏典 セ・八千代台   3:14.973/ 26

成瀬  道治 セ・桶川北本   3:34.742/ 77

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:59.08
日本記録　  2:10.23
大会記録　  2:23.23≪ 55～59歳 ≫

順位

吉野  明夫 ザバス藤が丘   2:22.887/ 3 ･大会新1

坂本  広明 セ・成城   2:23.168/ 1 ･大会新2

若島  健二 セ・二俣川   2:35.737/ 23

畠山  勝実 セ・大宮宮原   2:38.396/ 14

尾崎真一郎 セ・ラフレ   2:55.454/ 45

高橋  雅人 セ・市川   2:58.464/ 16

植野  正利 セ・福生   3:08.053/ 87

鈴木  千彰 セ・天王洲   3:08.833/ 18

出力日時： 7月12日 10:53
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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.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:59.08
日本記録　  2:10.23
大会記録　  2:23.23≪ 55～59歳 ≫

順位

金田  雅之 セ・能見台   3:09.364/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:54.61
日本記録　  2:04.16
大会記録　  2:12.47≪ 50～54歳 ≫

順位

今井正太郎 セ・前橋   2:15.028/ 51

古木  隆介 セ・用賀   2:19.258/ 22

塚本  幸治 セ・ポート   2:34.037/ 83

荒井  健一 セ・西台   2:42.025/ 24

青木    浩 セ・福生   2:42.916/ 25

兼森  伸兒 ザバス金沢八   2:52.244/ 66

中島    茂 セ・Ｓ湘南台   2:53.715/ 17

田村  孝平 セ・志木   3:04.773/ 58

水口  隆史 セ・浦安   3:10.242/ 69

田中  陽一 セ・天王洲   3:35.592/ 310

名田    裕 セ・稲毛海岸    競１5/ 4   

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:52.87
日本記録　  1:59.21
大会記録　  2:03.86≪ 45～49歳 ≫

順位

國澤  良祐 セ・新浦安   2:11.418/ 41

矢部  裕之 セ・成瀬   2:16.628/ 72

宮川  則仁 パレス・セ   2:27.796/ 63

西野宮冬木 セ・長津田   2:28.866/ 34

永家  一徳 セ・市川   2:33.627/ 65

本間  丈博 セ・稲毛海岸   2:36.816/ 46

藤山    渉 セ・Ｓ湘南台   2:43.386/ 77

大塚  秀幸 セ・慶應日吉   2:51.684/ 78

石川  幸右 セ・上池袋   2:53.093/ 79

庄司  和明 セ・松戸   3:02.575/ 810

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:50.08
日本記録　  1:55.65
大会記録　  2:02.33≪ 40～44歳 ≫

順位

永瀬  知之 セ・二俣川   2:12.069/ 11

平田  博之 セ・ときわ台   2:24.457/ 42

永井  由隆 ザバス鶴見   2:27.507/ 13

渡      誠 セ・清瀬   2:31.217/ 74

清水  禎児 セ・藤沢   2:34.976/ 55

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:51.31
日本記録　  1:54.14
大会記録　  1:59.98≪ 35～39歳 ≫

順位

鶴谷    学 セ・二俣川   2:05.669/ 61

竹林    慎 セ・谷津   2:13.768/ 62

和田  祐児 セ・松戸   3:11.283/ 43

櫻井  直仁 セ・清瀬   3:15.572/ 14

出力日時： 7月12日 10:53
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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.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:46.12
日本記録　  1:52.25
大会記録　  1:55.82≪ 30～34歳 ≫

順位

前田  崇行 セ・二俣川   2:22.629/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:44.90
日本記録　  1:50.01
大会記録　  1:53.27≪ 25～29歳 ≫

順位

内田  裕大 セ・下北沢   1:55.019/ 41

岩本  和也 セ・西台   1:59.709/ 52

穂積  雅之 セ・二俣川   2:11.499/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 200m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　  1:49.04
大会記録　  1:53.46≪ 18～24歳 ≫

順位

平野  裕大 セ・横浜   1:58.419/ 31

川口  悠希 セ・新浦安   2:14.668/ 32

河﨑  亮太 セ・新三郷   2:26.258/ 83

佐藤  和樹 セ・川越   2:56.094/ 34

出力日時： 7月12日 10:53


