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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.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.38
大会記録　    19.33≪ 80～84歳 ≫

順位

種村  能次 奈良ＳＴ     28.601/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.68
大会記録　    18.31≪ 75～79歳 ≫

順位

上西  義朗 ＢＩＧビオス     34.021/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.20
大会記録　    16.30≪ 70～74歳 ≫

順位

菊咲    淳 Rs-style     19.481/ 41

藤村  敬彦 グンゼ西宮     22.571/ 52

米田    功 本山ＳＳ     28.101/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.32
大会記録　    17.69≪ 65～69歳 ≫

順位

清水  啓司 コジャック     19.692/ 41

尾藤  博通 ＳＴ神戸     20.812/ 52

木村  龍也 コナミ心斎橋     22.182/ 63

宮下    司 コジャック     22.292/ 34

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.09
大会記録　    17.33≪ 60～64歳 ≫

順位

山本  創一 ＴＩＰ木場     18.363/ 41

京兼  頼文 リーズＡＣ     19.853/ 22

玉井  康雄 鳳ＷＳＣ     20.293/ 63

千葉  秀俊 三原ＳＳ     23.323/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.24
大会記録　    16.36≪ 55～59歳 ≫

順位

西川    豊 ＫＳＣ千里     20.873/ 31

三澤    透 コジャック     24.003/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.09
大会記録　    15.92≪ 50～54歳 ≫

順位

佐原登志雄 ＫＳＣ千里     17.794/ 41

佐々木健二 Rs-style     22.484/ 22

岡本    守 グンゼ川西     22.554/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.33
大会記録　    15.49≪ 45～49歳 ≫

順位

松田  和彦 Rs-style     15.655/ 41

浅原  隆文 ＫＳＣ千里     16.085/ 32

高橋    修 ＫＳＣ千里     16.505/ 53

猪本  正道 コナミ心斎橋     17.674/ 54

出力日時：10月15日 14:39
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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.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.33
大会記録　    15.49≪ 45～49歳 ≫

順位

太田  哲也 コジャック     22.094/ 65

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.94
大会記録　    14.00≪ 40～44歳 ≫

順位

筒猪  裕史 グンゼ西明石     17.145/ 61

酒井    豪 三原ＳＳ     18.845/ 22

小林  正和 ＫＳＣ千里     20.655/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.82
大会記録　    14.02≪ 35～39歳 ≫

順位

多田良  忍 三原ＳＳ     15.636/ 31

中村  照宏 ＫＳＣ寝屋川     16.206/ 62

佐和  将圭 Ｆ．Ｓ．Ｔ．     19.156/ 23

酒井  孝峰 みずしまＳＳ     22.895/ 14

三島    徹 リーズＡＣ    出２6/ 5   

氏名 所属略称   時  間

No.32 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.65
大会記録　    13.28≪ 18～24歳 ≫

順位

田中  佑京 リーズＡＣ     16.376/ 41

出力日時：10月15日 14:39


