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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.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    44.47
日本記録　    44.47
大会記録　    53.31≪ 85～89歳 ≫

順位

森      登 セ・松戸   1:37.881/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    41.42
日本記録　    41.42
大会記録　    48.92≪ 80～84歳 ≫

順位

浅野  欣也 セ・府中     51.241/ 61

岡田    繁 セ・湘南台   1:05.031/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    38.35
日本記録　    39.04
大会記録　    44.96≪ 75～79歳 ≫

順位

立川  育宏 ザバス金沢八     46.231/ 41

中島  重良 セ・戸塚     50.761/ 32

大塚  幹夫 セ・松戸     52.291/ 53

前多紀久雄 セ・横浜     59.021/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.53
日本記録　    35.85
大会記録　    40.55≪ 70～74歳 ≫

順位

伊豆  正義 セ・新浦安     41.882/ 41

今    修二 セ・越谷     44.182/ 52

池端  孝一 セ・成瀬     48.072/ 63

布村  孝雄 セ・大宮宮原     48.302/ 24

泉保    央 セ・慶應日吉     50.622/ 15

神山  靖範 セ・郡山     50.812/ 7OPN

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.86
日本記録　    33.86
大会記録　    38.67≪ 65～69歳 ≫

順位

安永  良雄 セ・新浦安     40.633/ 51

吉村    進 セ・成城     40.843/ 42

青柳    仁 セ・阿佐谷     44.023/ 63

高附  直樹 セ・清瀬     44.933/ 34

荒川  秀一 セ・西新井     45.693/ 15

鈴木  朝雄 セ・おおたか     47.533/ 76

千葉  伸幸 セ・流山     52.683/ 87

手塚    満 セ・おおたか     58.944/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    31.51
日本記録　    33.64
大会記録　    37.45≪ 60～64歳 ≫

順位

与島  正彦 セ・阿佐谷     41.075/ 41

岡田  博之 セ・流山     42.065/ 82

大西  長次 セ・溝ノ口     42.395/ 53

佐久間俊夫 セ・東青梅     43.065/ 64

前川    正 セ・Ｆ東戸塚     43.975/ 35

幡場  達明 セ・大宮宮原     46.574/ 46

赤坂  吉昭 墨田区体育館     46.935/ 77

森谷  俊彦 セ・ラフレ     47.104/ 68

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.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    31.51
日本記録　    33.64
大会記録　    37.45≪ 60～64歳 ≫

順位

田代  裕一 セ・ときわ台     49.234/ 39

柳谷  一郎 Ｇ－ＳＰＡ     49.684/ 510

岩崎    純 セ・平塚     50.265/ 111

中村  佳保 セ・新三郷     51.674/ 212

楢橋    章 セ・川越     56.374/ 713

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.41
日本記録　    31.60
大会記録　    33.97≪ 55～59歳 ≫

順位

稲毛    仁 セ・松戸     38.386/ 41

畠山  勝実 セ・大宮宮原     38.966/ 52

白石  隆信 セ・自由が丘     39.906/ 33

槙田    誠 セ・南千住     42.526/ 24

山梨  英克 セ・我孫子     42.706/ 75

杉村    享 セ・おおたか     42.826/ 66

小宮  尚之 セ・越谷     45.056/ 17

中井  岳郎 セ・成城     45.237/ 58

阿部宏之助 セ・上池袋     47.366/ 89

平田    貴 セ・稲毛海岸     48.787/ 410

阿部  一男 セ・青砥     49.507/ 211

岩田  直樹 セ・Ｆ千葉     49.967/ 812

佐藤    司 セ・上池袋     50.067/ 613

金田  雅之 セ・能見台     50.907/ 114

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.84
日本記録　    31.17
大会記録　    32.03≪ 50～54歳 ≫

順位

小野寺  誠 セ・新浦安     30.088/ 4 ･日本新･大会新1

多田  博之 セ・清瀬     36.878/ 52

北村    勇 セ・能見台     38.238/ 73

谷川    元 セ・ときわ台     38.878/ 24

近藤  恭彦 セ・松戸     39.678/ 65

溝口  昭成 セ・南千住     40.818/ 36

後藤  克己 セ・新川崎     43.128/ 17

阿部  芳克 セ・西新井     46.009/ 28

辻元    潔 セ・千葉     46.038/ 89

福田  義晴 セ・市川     49.567/ 310

今村  賢治 セ・青砥     52.449/ 711

天満    隆 セ・新浦安     52.457/ 712

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.87
日本記録　    29.18
大会記録　    30.42≪ 45～49歳 ≫

順位

飯田  のぶ セ・湘南ＬＴ     34.9010/ 51

坂野  照雄 セ・越谷     34.9810/ 42

久保  卓士 セ・天王洲     36.1910/ 63

小宮山高之 セ・市川     37.9010/ 34

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.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.87
日本記録　    29.18
大会記録　    30.42≪ 45～49歳 ≫

順位

江藤  邦徳 セ・越谷     37.959/ 55

小石  達也 セ・八王子     39.0710/ 26

古高  正道 セ・天王洲     40.9410/ 17

黒川  浩一 セ・緑園都市     41.939/ 68

武田  松一 セ・成城     42.1210/ 79

山野辺将幸 セ・柏     44.689/ 110

衣原  満登 セ・谷津     46.239/ 311

小野  和彦 セ・新川崎     51.299/ 412

剱持  良次 セ・湘南台     52.549/ 813

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.34
日本記録　    28.89
大会記録　    29.27≪ 40～44歳 ≫

順位

大沢  祐輔 セ・福生     39.1011/ 71

藤田  一寿 セ・成城     41.1011/ 12

篠原  由光 セ・保谷     41.6911/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.79
日本記録　    28.39
大会記録　    30.21≪ 35～39歳 ≫

順位

小西    始 セ・西新井     32.0812/ 61

田中  宏明 パレス・セ     32.2612/ 22

三ツ木信孝 セ・浦安     34.7811/ 53

芝    秀紀 セ・阿佐谷     35.0111/ 34

山岡  裕和 セ・ときわ台     36.8611/ 65

高松  宗永 セ・南宇都宮     42.6811/ 46

和田  祐児 セ・松戸     43.3311/ 27

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.11
日本記録　    27.44
大会記録　    26.46≪ 30～34歳 ≫

順位

宮川    航 セ・新浦安     29.0012/ 41

和田弘太郎 セ・用賀     29.9812/ 52

長田  裕史 セ・柏     31.1112/ 73

泉田  優太 セ・清瀬     31.5512/ 34

鍬田    稔 セ・松戸     43.4612/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.31
日本記録　    27.41
大会記録　    28.25≪ 25～29歳 ≫

順位

外川  貴大 パレス・セ     29.3913/ 41

櫃田  皓大 セ・Ｓ湘南台     30.1013/ 52

井上  裕平 セ・福生     33.7813/ 63

藤川  哲也 セ・大宮宮原     34.0413/ 24

鈴木    遼 セ・二俣川     35.3613/ 35

疋田  翔大 セ・緑園都市     37.9313/ 76

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.25 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    28.23
大会記録　    29.18≪ 18～24歳 ≫

順位

加間  英貴 セ・天王洲     29.5214/ 41

土屋  和輝 セ・ときわ台     32.2314/ 52

大和田俊樹 セ・稲毛海岸     32.7414/ 23

村田  健人 セ・清瀬     32.8914/ 34

阿部  尚弥 セ・自由が丘     36.0314/ 75

出力日時： 7月12日 10:54


