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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.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    32.23
日本記録　    34.54
大会記録　    59.21≪ 85～89歳 ≫

順位

稲田    弘 セ・八千代台     46.311/ 8 ･大会新1

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    31.74
日本記録　    31.74
大会記録　    36.20≪ 80～84歳 ≫

順位

米谷  康人 セ・我孫子     40.201/ 31

川本    剛 セ・長沼     41.361/ 52

浅野  欣也 セ・府中     45.821/ 43

大塚    操 セ・越谷     46.231/ 24

丸野  公敏 セ・南千住     52.351/ 75

岡田    繁 セ・湘南台   1:01.041/ 66

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    29.93
日本記録　    31.10
大会記録　    32.81≪ 75～79歳 ≫

順位

中田  正二 セ・成城     33.232/ 41

星野  達夫 セ・成瀬     38.592/ 72

長浜  重紀 セ・Ｆ東戸塚     38.712/ 53

野澤  靖欣 セ・市川     40.292/ 64

吉田征一郎 セ・高崎     40.862/ 35

関    晃治 セ・ラフレ     45.732/ 26

小田    稔 セ・慶應日吉     46.282/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.88
日本記録　    28.59
大会記録　    31.83≪ 70～74歳 ≫

順位

西村  弘一 セ・新浦安     34.303/ 41

井口    穣 セ・東戸塚     37.863/ 52

佐々木  侑 セ・我孫子     38.983/ 33

柊    敏雄 セ・新浦安     41.883/ 64

伊藤    明 セ・千葉     47.743/ 15

染野  和夫 セ・自由が丘     49.383/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.62
日本記録　    27.47
大会記録　    27.52≪ 65～69歳 ≫

順位

滋野  文夫 セ・前橋     27.964/ 41

若宮    強 セ・成城     33.264/ 52

若月    優 セ・横浜     33.614/ 33

山村    茂 セ・南千住     35.734/ 24

中部    豪 セ・大宮宮原     36.804/ 65

棚橋  秀司 セ・高崎     37.674/ 76

川島  義之 セ・ときわ台     41.114/ 17

三井    修 セ・稲毛海岸     43.404/ 88

手塚    満 セ・おおたか     52.315/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.90
日本記録　    26.54
大会記録　    26.54≪ 60～64歳 ≫

順位

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.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.90
日本記録　    26.54
大会記録　    26.54≪ 60～64歳 ≫

順位

冨松    実 セ・二俣川     29.066/ 41

井上  昌臣 セ・西東京     30.476/ 52

石附  伸也 セ・新浦安     32.336/ 63

北川  英介 セ・慶應日吉     33.696/ 24

飯野  英明 セ・清瀬     34.436/ 75

阪野  文朗 セ・清瀬     35.386/ 16

松浦    彰 セ・新浦安     37.345/ 47

土佐林一弘 セ・トレッサ     37.566/ 88

藁科    茂 セ・下北沢     38.125/ 69

日向  雅之 セ・柏     39.525/ 710

岩崎    純 セ・平塚     40.215/ 211

中村  佳保 セ・新三郷     40.595/ 512

田代  裕一 セ・ときわ台     43.155/ 313

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.51
日本記録　    24.51
大会記録　    26.47≪ 55～59歳 ≫

順位

坂本  広明 セ・成城     27.738/ 41

磯野  信也 セ・清瀬     31.188/ 52

沼田  真清 セ・南青山     32.328/ 33

小島    淳 セ・柏     32.917/ 74

槙田    誠 セ・南千住     32.938/ 85

浅井    敏 セ・福生     33.098/ 26

的場  周輔 セ・湘南台     33.918/ 77

佐藤  信弘 セ・桶川北本     34.628/ 68

蛯名  昌彦 セ・志木     34.748/ 19

加治屋史郎 セ・目黒     35.107/ 510

茂木  和哉 セ・市ヶ尾     35.527/ 311

鈴木  千彰 セ・天王洲     37.527/ 612

上原  隆男 セ・浦安     37.567/ 213

阿部宏之助 セ・上池袋     37.727/ 114

小宮  尚之 セ・越谷     39.507/ 815

佐藤    司 セ・上池袋     40.399/ 616

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.38
日本記録　    23.96
大会記録　    26.40≪ 50～54歳 ≫

順位

園田徳一郎 セ・用賀     28.2510/ 41

金子    勝 セ・岩槻     28.4410/ 52

飯田  正敏 セ・用賀     30.8210/ 33

多田  博之 セ・清瀬     30.9410/ 64

伊豆山善之 セ・湘南台     31.4510/ 25

宇田川祐一 セ・南宇都宮     31.4510/ 75

名田    裕 セ・稲毛海岸     31.9411/ 47

谷川    元 セ・ときわ台     32.5510/ 88

兼森  伸兒 ザバス金沢八     32.5710/ 19

安間    稔 セ・市ヶ尾     32.649/ 510
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.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.38
日本記録　    23.96
大会記録　    26.40≪ 50～54歳 ≫

順位

後藤  克己 セ・新川崎     34.879/ 411

小安  明久 セ・長沼     35.299/ 312

辻元    潔 セ・千葉     38.219/ 813

蘇原    正 セ・高崎     39.099/ 214

天満    隆 セ・新浦安     39.379/ 115

堀口    昇 セ・ときわ台     41.009/ 716

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.29
日本記録　    24.02
大会記録　    25.77≪ 45～49歳 ≫

順位

佐藤  靖嗣 セ・新浦安     25.1214/ 4 ･大会新1

村野  雄太 セ・清瀬     27.1814/ 52

瀧本  英樹 セ・ポート     27.3714/ 63

北島  健二 セ・成城     28.6514/ 24

飯田  のぶ セ・湘南ＬＴ     29.3614/ 15

小宮山高之 セ・市川     29.4114/ 76

阿部  賢裕 セ・能見台     29.4313/ 47

荒井  正明 セ・八千代台     30.5014/ 88

宮原  宏史 セ・市川     30.8412/ 69

本間  丈博 セ・稲毛海岸     31.0313/ 610

菅谷    忠 セ・南青山     31.8313/ 811

帆足  宜隆 セ・南千住     32.2012/ 712

植草    豊 セ・稲毛海岸     33.1213/ 213

黒川  浩一 セ・緑園都市     33.3412/ 114

藤木  裕之 セ・湘南台     33.4113/ 715

宮﨑  智明 セ・上池袋     33.6713/ 116

森下  明宏 セ・松戸     34.1412/ 517

青木  正昭 セ・福生     35.0712/ 318

澤田  啓一 セ・南千住     35.8612/ 219

実生  浩久 セ・高崎     36.0512/ 820

小野  和彦 セ・新川崎     37.1911/ 521

高倉  好和 セ・郡山     39.1511/ 622

岩楯  光司 セ・ポート     43.1811/ 223

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    22.75
日本記録　    22.75
大会記録　    24.85≪ 40～44歳 ≫

順位

上田    潤 セ・阿佐谷     28.4916/ 61

足立    晃 セ・新川崎     28.6716/ 22

甫坂  修男 セ・市川     28.7716/ 53

栗原  大輔 セ・成瀬     28.8116/ 74

磯貝  知弘 セ・柏     29.1516/ 45

堀川  広祐 墨田区体育館     29.3916/ 36

吉岡  昌洋 セ・越谷     29.9716/ 17

北原  広志 セ・南千住     30.8915/ 38

篠原  由光 セ・保谷     31.6215/ 49

大川  明徳 セ・阿佐谷     33.3115/ 510
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.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    22.75
日本記録　    22.75
大会記録　    24.85≪ 40～44歳 ≫

順位

定政  博成 セ・青砥     34.6615/ 611

山口  一郎 セ・青砥     39.0215/ 812

李    碩晋 セ・福生     39.3615/ 713

小出  康成 セ・柏     39.3917/ 714

樋口    史 セ・阿佐谷     41.5215/ 215

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.53
日本記録　    23.15
大会記録　    24.67≪ 35～39歳 ≫

順位

倉持  公一 セ・天王洲     26.5318/ 41

陳    楡仁 セ・谷津     27.0018/ 52

渡邊  忠幸 セ・南宇都宮     27.4818/ 33

藤岡  大輝 ザバス和光     28.1217/ 44

芝    秀紀 セ・阿佐谷     28.8317/ 35

加地  隆史 セ・ときわ台     29.2917/ 56

牧野  祐介 セ・二俣川     29.4818/ 27

古屋  俊一 セ・ときわ台     30.6017/ 68

山岡  哲也 セ・緑園都市     30.8217/ 29

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.59
日本記録　    22.51
大会記録　    24.35≪ 30～34歳 ≫

順位

中村  正明 セ・市ヶ尾     24.9619/ 41

前田  崇行 セ・二俣川     25.2019/ 52

植村  匡詞 セ・ポート     26.6219/ 63

松本  健太 セ・越谷     26.6519/ 74

江澤  成年 セ・南千住     27.0818/ 65

鍬田    稔 セ・松戸     31.1618/ 16

杉山  貴彦 セ・平塚     34.4418/ 77

赤尾  基史 セ・天王洲     36.9918/ 8OPN

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.37
日本記録　    22.30
大会記録　    23.81≪ 25～29歳 ≫

順位

板垣  義人 セ・下北沢     23.8020/ 4 ･大会新1

岩本  和也 セ・西台     25.7620/ 22

酒井    駿 セ・二俣川     26.0820/ 53

牧    優介 セ・平塚     26.4020/ 34

穂積  雅之 セ・二俣川     26.6919/ 35

宇都宮亮太 セ・稲毛海岸     27.0619/ 86

酒井  智彬 セ・岩槻     27.1319/ 27

氏名 所属略称   時  間

No.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.35
大会記録　    23.77≪ 18～24歳 ≫

順位

渡部    力 セ・阿佐谷     24.1522/ 41

木下  博登 セ・阿佐谷     24.7722/ 52

羽生  知喜 セ・西東京     25.6722/ 23

出力日時： 7月12日 10:54



5 / 5

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.29 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.35
大会記録　    23.77≪ 18～24歳 ≫

順位

細井  大地 セ・Ｓ湘南台     25.9621/ 44

石井  翔真 セ・成城     26.0122/ 15

梅林  大貴 セ・成城     26.2822/ 66

中作  祥太 セ・新浦安     26.3122/ 37

深井  雄登 パレス・セ     26.5321/ 18

中村  駿也 セ・川越     26.7821/ 59

髙梨  大樹 セ・成城     26.9722/ 810

村田  健人 セ・清瀬     27.0622/ 711

川口  裕輝 セ・慶應日吉     27.5521/ 312

坪田    陸 セ・平塚     28.5120/ 713

河﨑  亮太 セ・新三郷     28.6721/ 714

續橋進乃助 セ・保谷     28.9121/ 215

阿部  尚弥 セ・自由が丘     29.2021/ 816

千葉  颯太 セ・千葉     29.2120/ 117

山本  和季 セ・二俣川     30.6221/ 618

吉川  直輝 セ・溝ノ口     32.5320/ 819

出力日時： 7月12日 10:54


