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第７3回STGマスターズ水泳大会
期日：2017年10月15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.7 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　    18.62≪ 85～89歳 ≫

順位

木村  清一 Ｓ・パティオ     22.321/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    17.17≪ 80～84歳 ≫

順位

片村  忠雄 Ｓ・パティオ     18.271/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    14.86≪ 75～79歳 ≫

順位

松本  幹生 ＳＴＥＰ     17.701/ 31

黒田  彦紀 鳳ＷＳＣ     18.341/ 52

篠田  武則 Ｓ・パティオ     20.901/ 73

相馬  孝亘 ＫＳＣ千里    出２1/ 4   

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    14.66≪ 70～74歳 ≫

順位

岡村  康信 Ｓ・パティオ     15.222/ 51

塩貝  建夫 田辺公園Ｐ     16.652/ 22

須那  陽彦 ＫＳＣ千里     24.162/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    13.04≪ 60～64歳 ≫

順位

北村  一成 グンゼ西宮     14.763/ 51

玉井  康雄 鳳ＷＳＣ     16.372/ 32

石井  貞行 ＢＩＧビオス     16.873/ 23

千葉  秀俊 三原ＳＳ     17.092/ 64

須磨  一夫 ＫＳＣ千里     19.062/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    12.33≪ 55～59歳 ≫

順位

喜納  伸行 大津市役所     13.553/ 41

井上  茂明 コジャック     14.583/ 32

芳賀  保博 コジャック     19.083/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    12.59≪ 50～54歳 ≫

順位

岡崎  憲之 ＳＴ宝塚     14.324/ 31

池田  慶三 Rs-style     15.724/ 62

石井  則夫 ＭＣＣ水島     16.024/ 23

田口  伸佐 アイ・マーレ     16.454/ 74

岡本    守 グンゼ川西     18.653/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    12.29≪ 45～49歳 ≫

順位

出力日時：10月15日 11:29
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第７3回STGマスターズ水泳大会
期日：2017年10月15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.7 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　    12.29≪ 45～49歳 ≫

順位

鷲津  公彦 グンゼ西宮     13.214/ 51

久木田雅義 リーズＡＣ     13.324/ 42

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    12.07≪ 40～44歳 ≫

順位

細川  昌幸 五日市ＳＳ     13.205/ 51

下久保健太郎 Ｓ・パティオ     13.235/ 42

山田健太郎 三原ＳＳ     16.985/ 13

小林  正和 ＫＳＣ千里     17.025/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    11.81≪ 35～39歳 ≫

順位

中野  泰行 リーズＡＣ     13.045/ 61

前田  智史 アイ・マーレ     13.396/ 42

三島    徹 リーズＡＣ     13.945/ 33

酒井  孝峰 みずしまＳＳ     16.825/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    11.50≪ 25～29歳 ≫

順位

福田    晃 ＳＴ宝塚     12.806/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.7 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　    11.15≪ 18～24歳 ≫

順位

上島  優也 ＫＳＣタナベ     13.516/ 51

池上  隆俊 ＳＴ宝塚     14.006/ 32

岡田  洸毅 ＫＳＣ寝屋川     15.006/ 63

中本  大晴 ＫＳＣ寝屋川     15.376/ 14

花野  晋輔 コジャック     18.476/ 75

出力日時：10月15日 11:29


