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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.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:24.78
日本記録　  1:30.18
大会記録　  1:50.91≪ 80～84歳 ≫

順位

大塚  高之 セ・自由が丘   2:34.861/ 31

山口  良次 セ・二俣川   3:13.731/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:17.58
日本記録　  1:22.82
大会記録　  1:30.26≪ 75～79歳 ≫

順位

日野  隆司 セ・松戸   1:43.711/ 41

西山  精一 セ・藤沢   2:05.911/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:13.09
日本記録　  1:15.60
大会記録　  1:27.87≪ 70～74歳 ≫

順位

今    修二 セ・越谷   1:33.172/ 41

眞壁    功 セ・藤沢   1:38.892/ 62

栗原    猛 セ・館山   1:49.342/ 73

橋本    努 セ・ラフレ   1:55.302/ 24

神山  靖範 セ・郡山   1:50.062/ 3OPN

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:09.77
日本記録　  1:10.56
大会記録　  1:20.36≪ 65～69歳 ≫

順位

吉澤    隆 セ・清瀬   1:23.754/ 41

宇佐美栄二 セ・阿佐谷   1:28.234/ 52

香川  左近 セ・戸塚   1:31.114/ 33

原田  吉雄 セ・新三郷   1:33.214/ 74

藤田  善久 セ・八千代台   1:35.824/ 25

鈴木  朝雄 セ・おおたか   1:38.864/ 66

中部    豪 セ・大宮宮原   1:39.023/ 47

木崎二三男 セ・東青梅   1:39.923/ 58

佐々木  昭 セ・館山   1:40.264/ 89

浅野  唯男 セ・志木   1:42.433/ 610

中川    孝 セ・藤沢   1:43.223/ 311

小泉  啓介 セ・東十条   1:48.964/ 112

堀田  哲男 セ・西台   1:49.913/ 113

伴野  保志 セ・阿佐谷   1:50.343/ 214

千葉  伸幸 セ・流山   2:01.393/ 715

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:04.23
日本記録　  1:06.53
大会記録　  1:14.68≪ 60～64歳 ≫

順位

折居    彰 セ・阿佐谷   1:31.285/ 31

赤坂  吉昭 墨田区体育館   1:35.825/ 42

森谷  俊彦 セ・ラフレ   1:38.955/ 63

成瀬  道治 セ・桶川北本   1:41.965/ 54

松本    功 セ・高崎   1:57.035/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:01.76
日本記録　  1:06.86
大会記録　  1:14.74≪ 55～59歳 ≫

順位

出力日時： 7月12日  9:36
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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.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:01.76
日本記録　  1:06.86
大会記録　  1:14.74≪ 55～59歳 ≫

順位

吉野  明夫 ザバス藤が丘   1:15.836/ 41

會田  修一 セ・おおたか   1:20.226/ 52

稲毛    仁 セ・松戸   1:20.906/ 23

若島  健二 セ・二俣川   1:22.716/ 34

関口  修一 セ・大森   1:26.496/ 75

大塚    克 セ・市川   1:28.156/ 66

山梨  英克 セ・我孫子   1:30.647/ 37

尾崎真一郎 セ・ラフレ   1:30.726/ 88

井上  雅弘 セ・Ｓ湘南台   1:33.587/ 59

黒川  恵一 セ・市ヶ尾   1:35.387/ 610

木戸  茂貴 セ・前橋   1:37.426/ 111

岡部  浩次 セ・上池袋   1:41.757/ 712

鈴木  義夫 セ・越谷   1:43.025/ 213

見乗  利一 ザバス和光   1:45.217/ 114

袴塚  哲也 墨田区体育館   1:45.307/ 215

山本    勝 セ・慶應日吉   1:52.165/ 716

峯尾  敏幸 セ・府中   1:57.875/ 117

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:00.96
日本記録　  1:04.65
大会記録　  1:04.94≪ 50～54歳 ≫

順位

谷川  正志 セ・越谷   1:05.299/ 41

古木  隆介 セ・用賀   1:09.409/ 52

小島  良平 セ・高崎   1:16.169/ 33

奥平  裕二 セ・トレッサ   1:16.779/ 64

飯田  正敏 セ・用賀   1:18.879/ 25

相馬  正信 セ・緑園都市   1:21.629/ 76

荒井  健一 セ・西台   1:22.169/ 87

恒吉    徹 セ・越谷   1:26.418/ 38

青木    浩 セ・福生   1:27.099/ 19

高田  義久 セ・八王子   1:27.798/ 510

中島    茂 セ・Ｓ湘南台   1:30.678/ 411

野田  耕一 リリオ・セ   1:30.998/ 212

田中  基幹 セ・流山   1:32.178/ 113

水口  隆史 セ・浦安   1:32.418/ 714

浦田  昌和 セ・成城   1:37.598/ 615

水山  直紀 セ・市ヶ尾   1:43.618/ 816

安部  盛博 セ・成城   1:52.407/ 817

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.68
日本記録　  1:00.46
大会記録　  1:03.73≪ 45～49歳 ≫

順位

鳥井    仁 セ・千葉   1:06.8311/ 51

中谷  光宏 セ・浦安   1:09.6411/ 32

渡部  弘一 セ・市川   1:12.8811/ 63

成島    毅 セ・Ｆ宇都宮   1:17.6510/ 54

阿部  賢裕 セ・能見台   1:19.2710/ 45
出力日時： 7月12日  9:36



3 / 4

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.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.68
日本記録　  1:00.46
大会記録　  1:03.73≪ 45～49歳 ≫

順位

岩崎    明 セ・前橋   1:25.3411/ 76

磯部  雄一 セ・トレッサ   1:25.8511/ 17

藤木  裕之 セ・湘南台   1:26.2510/ 38

石川  幸右 セ・上池袋   1:30.0910/ 69

野中  雅敏 セ・大森   1:31.8110/ 710

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.07
日本記録　    57.07
大会記録　  1:00.37≪ 40～44歳 ≫

順位

桶本新一郎 セ・南千住   1:02.1612/ 41

羽田  浩一 セ・成城   1:06.6212/ 32

美甘    純 セ・阿佐谷   1:06.8012/ 53

上田    潤 セ・阿佐谷   1:11.0812/ 24

長崎    啓 セ・Ｆ東戸塚   1:12.6112/ 65

佐藤  大地 セ・福島   1:14.9012/ 76

大山  和彦 セ・Ｆ宇都宮   1:16.0412/ 17

伊藤    歩 セ・市川   1:16.0513/ 58

平田  博之 セ・ときわ台   1:18.0813/ 49

渡      誠 セ・清瀬   1:19.7913/ 310

加藤  大輔 セ・横浜   1:20.9713/ 211

上田    泰 セ・新浦安   1:29.8511/ 812

三井  宏視 パレス・セ   1:32.6013/ 813

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    56.36
日本記録　    57.04
大会記録　    59.73≪ 35～39歳 ≫

順位

鶴谷    学 セ・二俣川   1:00.5114/ 41

戎    亮介 セ・湘南ＬＴ   1:02.5314/ 52

竹林    慎 セ・谷津   1:06.1014/ 73

渋谷  孝一 セ・西台   1:08.2914/ 34

尾崎  友彦 セ・阿佐谷   1:08.4814/ 25

名倉  一雅 セ・成瀬   1:09.1114/ 16

渡邊  忠幸 セ・南宇都宮   1:10.9915/ 57

山岡  政陽 セ・成瀬   1:11.5814/ 88

木村  知行 セ・二俣川   1:12.0814/ 69

加地  隆史 セ・ときわ台   1:15.6115/ 310

北條  真善 セ・南宇都宮   1:16.0515/ 711

堀江  一徳 セ・青砥   1:16.4615/ 112

中村  敬幸 セ・大宮宮原   1:20.0313/ 713

山岡  哲也 セ・緑園都市   1:24.6815/ 214

大貫  浩憲 セ・新川崎   1:26.8713/ 115

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    53.75
日本記録　    55.39
大会記録　    59.06≪ 30～34歳 ≫

順位

中村  正明 セ・市ヶ尾   1:01.6916/ 61

近藤  寛彰 セ・大森   1:02.0116/ 52

出力日時： 7月12日  9:36
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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.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    53.75
日本記録　    55.39
大会記録　    59.06≪ 30～34歳 ≫

順位

中村  健彦 セ・二俣川   1:06.7916/ 73

浅生    真 セ・市川   1:17.3315/ 64

勝俣  真也 セ・下北沢   1:20.7616/ 85

松井  哲郎 セ・下北沢   1:25.2015/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    53.47
日本記録　    54.80
大会記録　    57.01≪ 25～29歳 ≫

順位

内田  裕大 セ・下北沢     57.0917/ 41

外川  貴大 パレス・セ     58.6117/ 72

板垣  義人 セ・下北沢     59.3917/ 53

櫃田  皓大 セ・Ｓ湘南台   1:02.1017/ 64

豊田健太郎 セ・下北沢   1:04.4717/ 25

蓮實広之進 セ・下北沢   1:06.7217/ 36

藤川  哲也 セ・大宮宮原   1:08.1317/ 17

嶋田  空悟 セ・谷津   1:23.2416/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.2 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録
日本記録　    54.75
大会記録　    58.58≪ 18～24歳 ≫

順位

一木  亮祐 セ・用賀     59.1218/ 41

山口    駿 セ・谷津     59.6918/ 52

平野  裕大 セ・横浜   1:01.2518/ 33

土屋  和輝 セ・ときわ台   1:04.8918/ 64

川口  悠希 セ・新浦安   1:06.8318/ 25

田中隼太郎 ザバス金沢八   1:07.4618/ 76

大和田俊樹 セ・稲毛海岸   1:09.9318/ 17

伊藤    悠 セ・Ｆ千葉   1:11.2518/ 88

續橋進乃助 セ・保谷   1:18.0017/ 89

出力日時： 7月12日  9:36


