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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.36 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　    41.81≪ 85～89歳 ≫

順位

木村  清一 Ｓ・パティオ     50.761/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    32.58≪ 70～74歳 ≫

順位

林    尋康 鳳ＷＳＣ     34.901/ 51

岩田  雄造 奈良ＳＴ     39.051/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    30.41≪ 65～69歳 ≫

順位

毛利  寿雄 三原ＳＳ     32.991/ 41

南場    明 ＫＳＣ千里     38.821/ 62

富山  重樹 ＫＳＣ寝屋川     44.121/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    27.92≪ 60～64歳 ≫

順位

橋口  泰幸 ＫＳＣ千里     30.912/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    27.54≪ 55～59歳 ≫

順位

西川    豊 ＫＳＣ千里     33.672/ 51

平山  義一 ＳＴ藤井寺     35.172/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    27.55≪ 50～54歳 ≫

順位

小谷  悦史 リーズＡＣ     39.502/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.36 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.54
日本記録　    24.02
大会記録　    26.79≪ 45～49歳 ≫

順位

高垣  宏次 ＳＴ藤井寺     30.683/ 51

平野  博志 アイ・マーレ     32.343/ 62

谷口  龍二 ＫＳＣ千里     33.033/ 23

田口  伸佐 アイ・マーレ     35.353/ 74

谷    耕輔 コジャック     36.742/ 75

上床  耕司 ＳＴ宝塚     38.942/ 16

氏名 所属略称   時  間

No.36 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.05
日本記録　    23.36
大会記録　    24.32≪ 40～44歳 ≫

順位

池田  睦典 アイ・マーレ     29.163/ 41

下條  聡哉 ＳＴ宝塚     34.583/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    24.86≪ 35～39歳 ≫

順位

山田健太郎 三原ＳＳ     38.593/ 11

出力日時：10月16日 14:37
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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.36 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　    24.09≪ 25～29歳 ≫

順位

松林  則成 コジャック     28.864/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.36 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　    23.71≪ 18～24歳 ≫

順位

橋本    涼 ＫＳＣ千里     26.934/ 41

竹島  聡伺 みずしまＳＳ     27.964/ 52

藤井  靖也 アイ・マーレ     28.484/ 33

三宅  貴登 Ｓ・パティオ     31.554/ 74

寺田  和希 鳳ＷＳＣ     32.904/ 15

出力日時：10月16日 14:37


