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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.11 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　    40.26≪ 75～79歳 ≫

順位

溝畑  逸夫 コナミ茨木     50.941/ 31

細山田夛生 リーズＡＣ     51.191/ 42

上西  義朗 ＢＩＧビオス   1:23.101/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.11 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　    39.64≪ 70～74歳 ≫

順位

菊咲    淳 Rs-style     41.182/ 41

藤村  敬彦 グンゼ西宮     49.962/ 32

生田  信男 鳳ＷＳＣ     52.931/ 53

米田    功 本山ＳＳ   1:04.581/ 64

氏名 所属略称   時  間

No.11 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.50
日本記録　    33.86
大会記録　    38.99≪ 65～69歳 ≫

順位

清水  啓司 コジャック     41.722/ 11

尾藤  博通 ＳＴ神戸     46.802/ 52

髙橋  秀公 コナミ茨木     56.092/ 63

瀧川  和美 ＫＳＣ千里     59.642/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.11 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　    38.96≪ 60～64歳 ≫

順位

加藤  美孝 カルピコ     37.803/ 4 ･大会新1

山本  創一 ＴＩＰ木場     39.873/ 52

京兼  頼文 リーズＡＣ     45.613/ 63

薮    雅則 ＳＴ宝塚     54.643/ 1 *手動4

氏名 所属略称   時  間

No.11 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.37
日本記録　    31.60
大会記録　    37.25≪ 55～59歳 ≫

順位

芳賀  保博 コジャック     48.163/ 21

三澤    透 コジャック     52.363/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.11 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.71
日本記録　    31.17
大会記録　    35.54≪ 50～54歳 ≫

順位

竹本  琢司 アイ・マーレ     48.204/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.11 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　    34.51≪ 45～49歳 ≫

順位

松田  和彦 Rs-style     34.684/ 41

高橋    修 ＫＳＣ千里     36.274/ 52

猪本  正道 コナミ心斎橋     38.894/ 63

上田  慶文 Rs-style     40.004/ 34

酒井  康典 ＳＴ宝塚     40.454/ 25

出力日時：10月15日 11:50
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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.11 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.22
日本記録　    28.89
大会記録　    30.50≪ 40～44歳 ≫

順位

辻本    潤 ＫＳＣ寝屋川     34.425/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.11 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.32
日本記録　    28.39
大会記録　    29.87≪ 35～39歳 ≫

順位

山本  尚志 ダブルプレー     30.495/ 41

山本  浩路 コナミ西宮     31.415/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.11 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　    28.31≪ 18～24歳 ≫

順位

井本  京佑 ＳＴ藤井寺     30.965/ 51

塩谷  聖哉 コジャック     44.935/ 22

岡山  虎一 コジャック    平２5/ 7   

出力日時：10月15日 11:50


