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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.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.58
大会記録　    20.14≪ 80～84歳 ≫

順位

岡見  晴児 セ・本郷台     21.891/ 51

堀田  恭正 セ・新浦安     22.531/ 42

菊池    勇 セ・二俣川     26.551/ 33

椎野  正敏 セ・越谷     29.261/ 64

大森  敏明 セ・越谷     30.421/ 25

杉森  敏郎 セ・東戸塚     39.151/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.75
大会記録　    19.45≪ 75～79歳 ≫

順位

日野  隆司 セ・松戸     21.632/ 51

石原    巌 セ・南千住     22.852/ 32

佐々木正志 曽谷・セ     23.712/ 43

若岡  利夫 セ・千葉     24.442/ 74

矢島    要 パレス・セ     24.632/ 25

小原  國宣 パレス・セ     25.362/ 66

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.37
大会記録　    18.47≪ 70～74歳 ≫

順位

石川  守也 セ・市川     19.643/ 41

大内    洋 セ・浦安     21.433/ 32

川名  幸夫 セ・清瀬     22.303/ 23

橋本    努 セ・ラフレ     22.753/ 54

宮瀬  吉弘 セ・おおたか     22.873/ 15

榎本    勝 セ・松戸     23.533/ 66

小柳    隆 ザバス和光     25.023/ 77

板倉  正衛 セ・松戸     26.203/ 88

海野    浩 セ・成瀬     29.392/ 19

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.87
大会記録　    18.27≪ 65～69歳 ≫

順位

木崎二三男 セ・東青梅     18.564/ 41

小山三千生 セ・清瀬     19.974/ 32

川島  義之 セ・ときわ台     21.054/ 63

三井    修 セ・稲毛海岸     21.964/ 54

吉川  光雄 セ・南千住     22.944/ 25

高附  直樹 セ・清瀬     24.254/ 16

小泉  啓介 セ・東十条     24.704/ 77

宮本  次男 セ・高崎     29.464/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.46
大会記録　    17.23≪ 60～64歳 ≫

順位

石附  伸也 セ・新浦安     18.425/ 51

飯野  英明 セ・清瀬     19.185/ 62

須藤  桂一 セ・岩槻     20.455/ 33

出力日時： 7月12日  9:37



2 / 3

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.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.46
大会記録　    17.23≪ 60～64歳 ≫

順位

常山  賢二 曽谷・セ     20.765/ 24

大串  幸弘 セ・湘南ＬＴ     22.075/ 7 *手動5

能勢    仁 セ・慶應日吉     22.335/ 16

小林  晴央 ザバス鶴見     24.825/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.68
大会記録　    14.96≪ 55～59歳 ≫

順位

木戸  茂貴 セ・前橋     19.446/ 41

竹村  浩治 曽谷・セ     19.516/ 52

浅井    敏 セ・福生     19.586/ 23

高橋  雅人 セ・市川     20.286/ 34

阿部  一男 セ・青砥     24.216/ 75

黒木  雅彦 セ・宇都宮     27.326/ 16

下平  定信 セ・越谷     33.016/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.55
大会記録　    13.62≪ 50～54歳 ≫

順位

下家  成人 セ・二俣川     15.527/ 41

大津  信弘 セ・越谷     17.587/ 22

戸山  隆広 セ・高崎     18.317/ 33

古口  正一 セ・越谷     20.337/ 64

石川    訓 セ・宇都宮     26.777/ 75

今村  賢治 セ・青砥     26.897/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.16
大会記録　    13.35≪ 45～49歳 ≫

順位

柄澤  英也 セ・用賀     15.638/ 51

松本  考弘 セ・清瀬     17.017/ 52

宮川  則仁 パレス・セ     17.018/ 22

後藤紳一郎 セ・西新井     17.997/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.70
大会記録　    14.35≪ 40～44歳 ≫

順位

掛谷  玄至 セ・南千住     14.539/ 61

長谷川  仁 セ・新浦安     15.548/ 32

栗原  大輔 セ・成瀬     17.118/ 73

上田    泰 セ・新浦安     22.298/ 14

李    碩晋 セ・福生     24.298/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.27
大会記録　    13.08≪ 35～39歳 ≫

順位

寺田  貴洋 セ・二俣川     13.549/ 41

辻    真基 セ・柏     16.239/ 22

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.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.02
大会記録　    13.28≪ 30～34歳 ≫

順位

杉本  浩孝 ザバス金沢八     13.439/ 51

棚網  宏之 セ・阿佐谷     14.419/ 32

大竹  康太 セ・二俣川     15.489/ 73

佐々木悠介 セ・福島     20.279/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.85
大会記録　    11.96≪ 25～29歳 ≫

順位

牧    優介 セ・平塚     13.9810/ 51

鈴木  孝明 セ・二俣川     14.1210/ 32

酒井  智彬 セ・岩槻     15.1410/ 63

寺田  遼太 セ・天王洲     17.0810/ 24

嶋田  空悟 セ・谷津     18.3010/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.75
大会記録　    13.14≪ 18～24歳 ≫

順位

平岩  一志 セ・藤沢     14.2710/ 41

柿沼  健太 セ・保谷     18.9210/ 82

佐藤  和樹 セ・川越     20.0010/ 73

出力日時： 7月12日  9:37


