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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.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    32.93
日本記録　    32.93
大会記録　    43.97≪ 75～79歳 ≫

順位

星野  達夫 セ・成瀬     48.731/ 81

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.52
日本記録　    31.71
大会記録　    36.05≪ 70～74歳 ≫

順位

吉田    亮 セ・成城     38.291/ 31

肥後  盛宣 セ・青砥     40.851/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.91
日本記録　    30.10
大会記録　    33.50≪ 65～69歳 ≫

順位

嶋﨑  昭夫 セ・東青梅     35.581/ 41

宇佐美栄二 セ・阿佐谷     38.591/ 52

渡辺    康 セ・新三郷     39.641/ 13

香川  左近 セ・戸塚     39.731/ 64

白井  清嗣 セ・大宮宮原     40.151/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    26.96
日本記録　    28.30
大会記録　    32.55≪ 60～64歳 ≫

順位

岡田  博之 セ・流山     36.802/ 41

松浦    彰 セ・新浦安     41.802/ 32

久保田紀之 セ・本郷台     44.432/ 53

藁科    茂 セ・下北沢     53.592/ 24

長岡  宏典 セ・八千代台     53.612/ 65

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    26.45
日本記録　    28.20
大会記録　    30.63≪ 55～59歳 ≫

順位

櫻田  武也 セ・自由が丘     30.163/ 5 ･大会新1

安田洋一郎 セ・八千代台     30.303/ 4 ･大会新2

椿山  英樹 パレス・セ     34.143/ 33

井上  雅弘 セ・Ｓ湘南台     40.253/ 64

袴塚  哲也 墨田区体育館     44.733/ 25

鈴木  義夫 セ・越谷     46.003/ 76

見乗  利一 ザバス和光     48.213/ 17

黒木  雅彦 セ・宇都宮     52.953/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    25.49
日本記録　    26.94
大会記録　    28.09≪ 50～54歳 ≫

順位

戸川  義光 セ・新浦安     28.304/ 41

金子    勝 セ・岩槻     31.394/ 62

小島  良平 セ・高崎     32.044/ 33

真島    隆 セ・自由が丘     32.604/ 54

宇田川祐一 セ・南宇都宮     34.924/ 25

塚本  幸治 セ・ポート     35.424/ 76

高田  義久 セ・八王子     38.694/ 17

安部  盛博 セ・成城     49.115/ 78

出力日時： 7月12日 10:54
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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.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    25.58
日本記録　    26.02
大会記録　    27.52≪ 45～49歳 ≫

順位

鳥井    仁 セ・千葉     28.656/ 31

中谷  光宏 セ・浦安     29.726/ 52

瀧本  英樹 セ・ポート     30.456/ 43

高坂俊一郎 セ・西新井     30.506/ 64

矢部  裕之 セ・成瀬     30.646/ 25

成島    毅 セ・Ｆ宇都宮     32.376/ 16

矢下  英明 セ・用賀     33.896/ 87

永家  一徳 セ・市川     34.956/ 78

庄司  和明 セ・松戸     39.315/ 69

大塚  秀幸 セ・慶應日吉     41.305/ 310

衣原  満登 セ・谷津     44.355/ 211

澤田  啓一 セ・南千住     45.225/ 412

高倉  好和 セ・郡山     49.695/ 113

剱持  良次 セ・湘南台     58.015/ 814

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    24.14
日本記録　    24.72
大会記録　    25.66≪ 40～44歳 ≫

順位

桶本新一郎 セ・南千住     26.188/ 51

杉本  誠二 セ・ときわ台     26.208/ 42

松本耕一朗 セ・用賀     28.877/ 43

甫坂  修男 セ・市川     30.517/ 54

吉岡  昌洋 セ・越谷     32.597/ 65

北原  広志 セ・南千住     34.557/ 16

小出  康成 セ・柏     44.967/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    23.72
日本記録　    24.03
大会記録　    25.72≪ 35～39歳 ≫

順位

山岡  政陽 セ・成瀬     29.908/ 31

北條  真善 セ・南宇都宮     32.058/ 62

陳    楡仁 セ・谷津     32.098/ 23

中村  敬幸 セ・大宮宮原     32.408/ 14

三ツ木信孝 セ・浦安     33.259/ 25

櫻井  直仁 セ・清瀬     33.628/ 76

大貫  浩憲 セ・新川崎     35.348/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    22.87
日本記録　    23.86
大会記録　    25.84≪ 30～34歳 ≫

順位

髙栁    洋 セ・二俣川     26.409/ 41

中尾  亘孝 セ・稲毛海岸     29.229/ 62

植村  匡詞 セ・ポート     30.149/ 73

勝俣  真也 セ・下北沢     33.8010/ 14

杉山  貴彦 セ・平塚     41.199/ 15

出力日時： 7月12日 10:54
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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.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    23.38
日本記録　    23.38
大会記録　    25.52≪ 25～29歳 ≫

順位

土岐  健一 セ・目黒     26.2210/ 31

大場  翔大 セ・二俣川     26.4910/ 52

鈴木    遼 セ・二俣川     26.9310/ 43

伊藤  孝優 セ・館山     28.1010/ 64

河野  大和 セ・おおたか     28.6310/ 25

原    貴彦 セ・志木     32.7210/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.23 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    23.54
大会記録　    24.53≪ 18～24歳 ≫

順位

渡部    力 セ・阿佐谷     26.1911/ 41

一木  亮祐 セ・用賀     26.5511/ 52

濱中  翔太 セ・慶應日吉     27.0311/ 63

田中隼太郎 ザバス金沢八     27.8511/ 34

石井  翔真 セ・成城     28.8911/ 75

出力日時： 7月12日 10:54


