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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.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    37.82
日本記録　    38.15
大会記録　    45.42≪ 80～84歳 ≫

順位

岡見  晴児 セ・本郷台     49.421/ 31

柳田  茂治 セ・越谷     50.341/ 52

大塚  高之 セ・自由が丘   1:11.591/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.51
日本記録　    36.58
大会記録　    44.61≪ 75～79歳 ≫

順位

小原  國宣 パレス・セ     57.661/ 21

矢島    要 パレス・セ     58.001/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.51
日本記録　    35.39
大会記録　    36.65≪ 70～74歳 ≫

順位

吉田    亮 セ・成城     40.722/ 61

大内    洋 セ・浦安     46.741/ 42

石川  守也 セ・市川     46.832/ 73

宮瀬  吉弘 セ・おおたか     51.511/ 64

海野    浩 セ・成瀬   1:04.331/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.34
日本記録　    31.77
大会記録　    39.68≪ 65～69歳 ≫

順位

吉澤    隆 セ・清瀬     37.442/ 5 ･大会新1

吉川  光雄 セ・南千住     50.192/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.64
日本記録　    30.50
大会記録　    33.72≪ 60～64歳 ≫

順位

坂倉  雅巳 セ・Ｆ東戸塚     38.802/ 41

久保田紀之 セ・本郷台     42.312/ 32

菱沼  和男 セ・新浦安     52.212/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.12
日本記録　    29.02
大会記録　    32.28≪ 55～59歳 ≫

順位

會田  修一 セ・おおたか     36.973/ 51

竹村  浩治 曽谷・セ     45.843/ 82

下平  定信 セ・越谷   1:17.842/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    26.69
日本記録　    27.73
大会記録　    28.67≪ 50～54歳 ≫

順位

下家  成人 セ・二俣川     32.093/ 41

福田  剛紀 Ｇ－ＳＰＡ     37.223/ 32

大津  信弘 セ・越谷     37.863/ 63

戸山  隆広 セ・高崎     39.893/ 24

池田    歓 セ・阿佐谷     40.793/ 75

浦田  昌和 セ・成城     44.463/ 16

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.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    26.62
日本記録　    27.08
大会記録　    28.19≪ 45～49歳 ≫

順位

柄澤  英也 セ・用賀     34.054/ 31

小倉  秀和 セ・清瀬     34.124/ 52

中津海全士 セ・Ｓ湘南台     35.464/ 63

後藤紳一郎 セ・西新井     37.464/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    25.53
日本記録　    26.59
大会記録　    28.77≪ 40～44歳 ≫

順位

大久保一成 セ・トレッサ     30.475/ 41

掛谷  玄至 セ・南千住     31.355/ 52

羽田  浩一 セ・成城     32.395/ 63

長谷川  仁 セ・新浦安     32.605/ 24

佐藤  大地 セ・福島     33.965/ 35

伊田  聡輔 セ・成城     35.145/ 86

伊藤    歩 セ・市川     36.294/ 27

藤田  一寿 セ・成城     40.694/ 78

三井  宏視 パレス・セ     51.614/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    25.72
日本記録　    26.21
大会記録　    27.15≪ 35～39歳 ≫

順位

寺田  貴洋 セ・二俣川     29.146/ 41

尾崎  友彦 セ・阿佐谷     30.876/ 62

藤岡  大輝 ザバス和光     32.495/ 13

辻    真基 セ・柏     34.525/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    24.58
日本記録　    25.49
大会記録　    27.28≪ 30～34歳 ≫

順位

桐谷  俊寛 セ・新浦安     30.056/ 31

棚網  宏之 セ・阿佐谷     30.606/ 52

椎本  恭平 セ・阿佐谷     32.566/ 23

大竹  康太 セ・二俣川     32.816/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    24.55
日本記録　    25.00
大会記録　    27.24≪ 25～29歳 ≫

順位

大場  翔大 セ・二俣川     28.107/ 41

山内  雄登 セ・谷津     29.467/ 22

蓮實広之進 セ・下北沢     29.537/ 53

鈴木  孝明 セ・二俣川     30.457/ 74

河野  大和 セ・おおたか     31.056/ 75

寺田  遼太 セ・天王洲     38.076/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    24.78
大会記録　    27.60≪ 18～24歳 ≫

順位

山口    駿 セ・谷津     27.577/ 3 ･大会新1

羽生  知喜 セ・西東京     29.277/ 62

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.27 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    24.78
大会記録　    27.60≪ 18～24歳 ≫

順位

中村  駿也 セ・川越     30.167/ 13

出力日時： 7月12日 10:54


