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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.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.31
大会記録　    20.58≪ 85～89歳 ≫

順位

水間  和男 セ・越谷     24.481/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.30
大会記録　    16.55≪ 80～84歳 ≫

順位

堀田  恭正 セ・新浦安     16.982/ 41

菊池    勇 セ・二俣川     19.202/ 32

大塚    操 セ・越谷     19.791/ 53

森      正 セ・岩槻     19.871/ 34

高瀬  俊佑 パレス・セ     21.121/ 45

原      宏 セ・大宮宮原     21.691/ 66

篠原  政彦 セ・南千住     23.991/ 17

大森  敏明 セ・越谷     24.031/ 28

杉森  敏郎 セ・東戸塚     28.451/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.62
大会記録　    14.59≪ 75～79歳 ≫

順位

中村  欣正 セ・流山     16.723/ 51

長浜  重紀 セ・Ｆ東戸塚     16.813/ 42

石原    巌 セ・南千住     18.214/ 43

大谷  政通 パレス・セ     18.433/ 74

竹内  健造 セ・浦安     18.462/ 65

関    晃治 セ・ラフレ     18.493/ 36

増山  晶一 セ・下北沢     18.592/ 57

若岡  利夫 セ・千葉     18.872/ 28

小田    稔 セ・慶應日吉     18.992/ 19

石川  克己 セ・市川     19.042/ 710

佐藤宗之助 セ・松戸     19.123/ 611

佐々木正志 曽谷・セ     19.603/ 112

保谷  由夫 Ｇ－ＳＰＡ     20.063/ 813

池田  道彦 セ・南千住     21.762/ 814

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.08
大会記録　    14.38≪ 70～74歳 ≫

順位

西村  弘一 セ・新浦安     14.945/ 41

布村  孝雄 セ・大宮宮原     15.925/ 22

菊地  知行 曽谷・セ     16.415/ 53

佐々木  侑 セ・我孫子     17.435/ 64

川名  幸夫 セ・清瀬     17.765/ 35

柊    敏雄 セ・新浦安     18.675/ 76

竹島  正明 セ・越谷     18.945/ 17

須々木亘平 セ・藤沢     19.115/ 88

内田  幸稔 セ・松戸     19.714/ 59

板倉  正衛 セ・松戸     21.384/ 310

佐藤  清治 セ・浦安     21.584/ 611

出力日時： 7月12日  9:37
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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.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.08
大会記録　    14.38≪ 70～74歳 ≫

順位

更科  勝栄 セ・Ｆ宇都宮     22.814/ 212

長坂    猛 セ・柏     23.354/ 113

倉持  保雄 曽谷・セ     24.474/ 714

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.63
大会記録　    12.63≪ 65～69歳 ≫

順位

滋野  文夫 セ・前橋     12.857/ 41

桜井  三重 セ・新浦安     15.447/ 32

小山三千生 セ・清瀬     15.667/ 23

藤田  善久 セ・八千代台     15.737/ 14

黒川  直行 セ・浦安     16.127/ 65

大倉  健志 セ・流山     16.176/ 46

大谷  修司 セ・館山     16.396/ 37

山村    茂 セ・南千住     16.427/ 78

堀田  哲男 セ・西台     16.546/ 59

棚橋  秀司 セ・高崎     17.047/ 810

斉藤  祐一 セ・我孫子     17.246/ 711

永井  賢治 セ・大宮宮原     18.406/ 212

伊藤  弘一 セ・慶應日吉     18.958/ 313

大久保美伸 セ・松戸     19.176/ 614

大和田昌孝 セ・青砥     19.298/ 515

中俣    進 セ・川越     19.906/ 116

太田  与洋 セ・新浦安     20.418/ 617

宮本  次男 セ・高崎     21.268/ 218

田中    清 セ・大森    出２6/ 8   

安永  良雄 セ・新浦安    出２7/ 5   

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.14
大会記録　    12.14≪ 60～64歳 ≫

順位

冨松    実 セ・二俣川     12.9110/ 41

林      誠 セ・湘南ＬＴ     14.1610/ 52

鈴木  克己 セ・新三郷     14.6410/ 33

岡田  章志 セ・能見台     16.2910/ 64

阪野  文朗 セ・清瀬     16.4110/ 15

渡辺  正俊 セ・柏     16.5910/ 76

土佐林一弘 セ・トレッサ     16.6310/ 27

堀越  雅之 セ・慶應日吉     16.869/ 58

山田  幸男 セ・南千住     17.099/ 79

常山  賢二 曽谷・セ     17.1010/ 810

武藤  眞美 セ・自由が丘     18.119/ 311

柳谷  一郎 Ｇ－ＳＰＡ     18.389/ 812

木村    功 セ・千葉     18.5511/ 713

森下  善夫 セ・ラフレ     18.769/ 214

神保  哲夫 セ・浦安     18.928/ 115

平野  良明 セ・阿佐谷     19.549/ 116
出力日時： 7月12日  9:37
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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.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.14
大会記録　    12.14≪ 60～64歳 ≫

順位

藤田  圭司 セ・二俣川     19.779/ 417

斎藤    誠 セ・高崎     20.078/ 718

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.64
大会記録　    12.20≪ 55～59歳 ≫

順位

杉村    享 セ・おおたか     14.3512/ 41

磯野  信也 セ・清瀬     14.3512/ 51

小島    淳 セ・柏     14.5311/ 23

吉野  誠一 セ・柏     14.7412/ 34

佐藤  信弘 セ・桶川北本     14.7712/ 15

佐藤  雅彦 セ・二俣川     14.9311/ 46

佐藤  和彦 セ・慶應日吉     15.3911/ 37

中井  岳郎 セ・成城     15.5512/ 68

斉藤  正博 セ・我孫子     15.5512/ 78

竹内    新 墨田区体育館     15.7611/ 510

植野  正利 セ・福生     16.1612/ 211

水口  俊介 セ・慶應日吉     16.4812/ 812

宮澤  淳二 セ・東青梅     19.1011/ 113

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.19
大会記録　    12.31≪ 50～54歳 ≫

順位

今井正太郎 セ・前橋     12.5214/ 41

真島    隆 セ・自由が丘     13.1614/ 32

園田徳一郎 セ・用賀     13.2414/ 53

山賀  勝之 セ・南青山     13.7314/ 64

福田  剛紀 Ｇ－ＳＰＡ     13.7814/ 25

小林  基久 セ・二俣川     13.9314/ 16

田中  基幹 セ・流山     15.0013/ 47

髙橋  信行 セ・八王子     15.2213/ 18

阿部  芳克 セ・西新井     15.4114/ 79

福田  義晴 セ・市川     16.6513/ 710

小林  英一 セ・天王洲     16.7214/ 811

和田  嘉章 ザバス川崎     16.7813/ 612

蘇原    正 セ・高崎     17.6413/ 213

鄭    甲植 セ・谷津     18.4013/ 514

石川    訓 セ・宇都宮     20.7613/ 315

中村    努 セ・市川     22.5613/ 816

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.14
大会記録　    11.94≪ 45～49歳 ≫

順位

佐藤  靖嗣 セ・新浦安     11.6216/ 4 ･大会新1

印南  正行 セ・柏     12.2216/ 32

高坂俊一郎 セ・西新井     12.5716/ 53

村野  雄太 セ・清瀬     12.7816/ 24

出力日時： 7月12日  9:37
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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.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.14
大会記録　    11.94≪ 45～49歳 ≫

順位

久保  卓士 セ・天王洲     12.9916/ 85

北島  健二 セ・成城     13.2116/ 66

荒井  正明 セ・八千代台     13.5616/ 77

宮原  宏史 セ・市川     13.7217/ 38

松本  考弘 セ・清瀬     13.8815/ 19

千葉  忠英 セ・天王洲     14.0815/ 510

植草    豊 セ・稲毛海岸     14.2315/ 411

菅谷    忠 セ・南青山     14.5615/ 212

武田  松一 セ・成城     14.6315/ 313

森下  明宏 セ・松戸     14.9515/ 714

実生  浩久 セ・高崎     16.2117/ 615

山野辺将幸 セ・柏     16.7915/ 816

池上    功 リリオ・セ     18.5017/ 817

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.59
大会記録　    11.46≪ 40～44歳 ≫

順位

美甘    純 セ・阿佐谷     12.0118/ 41

鈴木  友和 セ・二俣川     13.1618/ 52

足立    晃 セ・新川崎     13.2018/ 63

磯貝  知弘 セ・柏     13.2618/ 34

堀川  広祐 墨田区体育館     13.5518/ 25

遠藤  大樹 セ・新三郷     14.2217/ 46

長埜  哲彦 セ・越谷     15.4217/ 17

樋口    史 セ・阿佐谷     16.9717/ 28

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.66
大会記録　    11.54≪ 35～39歳 ≫

順位

山賀  竜馬 セ・阿佐谷     11.7119/ 41

渋谷  孝一 セ・西台     12.0819/ 52

倉持  公一 セ・天王洲     12.1519/ 33

横山  大志 ザバス鶴見     12.9119/ 64

神部  孝高 セ・用賀     12.9719/ 75

君塚  卓行 セ・天王洲     13.1518/ 76

牧野  祐介 セ・二俣川     13.1519/ 26

堀江  一徳 セ・青砥     13.8420/ 38

永田  武現 セ・南青山     13.9020/ 49

高松  宗永 セ・南宇都宮     14.0320/ 510

金子  晋一 セ・長津田     14.7019/ 111

鷲北  唯行 セ・長津田     15.0119/ 812

井上  大輔 セ・能見台     16.7120/ 613

大川    領 セ・大宮宮原     16.7718/ 814

岡部  智彦 セ・松戸     17.3218/ 115

出力日時： 7月12日  9:37
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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.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.20
大会記録　    11.11≪ 30～34歳 ≫

順位

和田弘太郎 セ・用賀     11.5821/ 41

松本  健太 セ・越谷     12.3621/ 52

五十嵐賢一 セ・柏     12.5821/ 33

田    真年 セ・成城     14.8421/ 14

丸山    治 セ・清瀬     15.0321/ 65

佐々木悠介 セ・福島     16.3820/ 76

赤尾  基史 セ・天王洲     17.7720/ 1OPN

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　     9.97
大会記録　    11.08≪ 25～29歳 ≫

順位

酒井    駿 セ・二俣川     12.0022/ 41

山内  雄登 セ・谷津     12.1022/ 52

江畠  将彦 セ・Ｆ千葉     13.0622/ 33

疋田  翔大 セ・緑園都市     14.2621/ 74

吉野  源太 墨田区体育館     14.7722/ 65

片野  一輝 セ・慶應日吉     15.0221/ 86

小山勇太郎 セ・天王洲     15.7221/ 27

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.28
大会記録　    11.10≪ 18～24歳 ≫

順位

木下  博登 セ・阿佐谷     11.4823/ 41

細井  大地 セ・Ｓ湘南台     11.7723/ 82

平岩  一志 セ・藤沢     12.0323/ 33

中作  祥太 セ・新浦安     12.3023/ 54

髙梨  大樹 セ・成城     12.5423/ 25

伊藤    悠 セ・Ｆ千葉     13.0223/ 66

大野  淳哉 セ・越谷     13.8123/ 17

山本  和季 セ・二俣川     13.9323/ 78

吉川  直輝 セ・溝ノ口     14.3022/ 29

柿沼  健太 セ・保谷     14.6022/ 110

小柴  裕貴 セ・谷津     14.6022/ 710

出力日時： 7月12日  9:37


