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第７１回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2016年10月16日(日)              会場：エス・パティオスポーツクラブ(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.58
大会記録　    17.87≪ 80～84歳 ≫

順位

種村  能次 奈良ＳＴ     24.021/ 5 15級1

小玉    伴 鳳ＷＳＣ    出２1/ 3   

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.54
大会記録　    15.97≪ 75～79歳 ≫

順位

三崎    起 Ｓ・パティオ     21.021/ 4 10級1

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.02
大会記録　    15.51≪ 70～74歳 ≫

順位

松本  二郎 ＳＴ藤井寺     17.332/ 5 12級1

岩田  雄造 奈良ＳＴ     19.902/ 6  7級2

遠藤  堅衛 Ｓ・パティオ     25.232/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.70
大会記録　    14.40≪ 65～69歳 ≫

順位

種村  雅行 奈良ＳＴ     17.252/ 4  9級1

南場    明 ＫＳＣ千里     17.922/ 3  7級2

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.23
大会記録　    13.76≪ 60～64歳 ≫

順位

東森  茂美 ＫＳＣ寝屋川     17.323/ 5  7級1

岡田  俊明 ＳＴ宝塚     18.103/ 2  6級2

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.74
大会記録　    13.51≪ 55～59歳 ≫

順位

早田  城和 ＳＴ宝塚     14.513/ 4 12級1

城野  安路 鳳ＷＳＣ     18.283/ 7  4級2

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.26
大会記録　    13.58≪ 50～54歳 ≫

順位

石井  則夫 くらしきＳＳ     16.923/ 6  5級1

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.80
大会記録　    12.97≪ 45～49歳 ≫

順位

谷    耕輔 コジャック     20.493/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.32
大会記録　    12.91≪ 40～44歳 ≫

順位

土居原祥生 Ｓ・パティオ     14.004/ 4  9級1

毛利  哲也 アイ・マーレ     14.554/ 5  8級2

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.26
大会記録　    12.62≪ 35～39歳 ≫

順位

出力日時：10月16日 11:33
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第７１回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2016年10月16日(日)              会場：エス・パティオスポーツクラブ(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.26
大会記録　    12.62≪ 35～39歳 ≫

順位

上原  匠平 コジャック     14.944/ 6  6級1

藤井  高晴 ＳＴ神戸     15.695/ 5  5級2

岸田  洋平 くらしきＳＳ     16.164/ 7  4級3

野口  悟志 ＫＳＣ千里     16.244/ 1  4級4

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.96
大会記録　    12.47≪ 30～34歳 ≫

順位

古山  晋平 ＫＳＣ千里     16.225/ 7  4級1

鵜野  俊哉 Ｓ・パティオ     18.195/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.97
大会記録　    12.00≪ 25～29歳 ≫

順位

寺坂  翔平 アイ・マーレ     12.115/ 4 14級1

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.02
大会記録　    12.07≪ 18～24歳 ≫

順位

上島  優也 ＫＳＣタナベ     15.495/ 2  4級1

寺本  尚樹 三原ＳＳ     15.785/ 6  4級2

出力日時：10月16日 11:33


