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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.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    出２1/ 7   

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　    31.74
日本記録　    31.74
大会記録　    40.86≪ 80～84歳 ≫

順位

三原  巧伍 コナミ茨木     47.401/ 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　    29.90
日本記録　    31.10
大会記録　    33.37≪ 75～79歳 ≫

順位

林    尋康 鳳ＷＳＣ     34.081/ 41

溝畑  逸夫 コナミ茨木     48.471/ 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　    26.88
日本記録　    28.59
大会記録　    32.49≪ 70～74歳 ≫

順位

須那  陽彦 ＫＳＣ千里     54.111/ 11

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

河野  康二 アイ・マーレ     33.562/ 51

山下  栄男 Ｓ・パティオ     35.802/ 62

南場    明 ＫＳＣ千里     38.212/ 23

宮下    司 コジャック     38.571/ 54

髙橋  秀公 コナミ茨木     46.171/ 35

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

須磨  一夫 ＫＳＣ千里     43.732/ 11

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

喜納  伸行 大津市役所     28.842/ 41

前川  和男 Ｓ・パティオ     29.053/ 42

小谷  悦史 リーズＡＣ     40.842/ 73

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

西村  雄二 ＫＳＣ寝屋川     30.433/ 51

田口  伸佐 アイ・マーレ     35.713/ 72

大海  繁昭 ＫＳＣ寝屋川     35.933/ 63

池田  慶三 Rs-style     36.243/ 34

佐々木健二 Rs-style     37.283/ 15

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　    23.29
日本記録　    24.02
大会記録　    26.79≪ 45～49歳 ≫

順位

出力日時：10月15日 15:05
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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.36 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.29
日本記録　    24.02
大会記録　    26.79≪ 45～49歳 ≫

順位

鷲津  公彦 グンゼ西宮     28.414/ 31

久木田雅義 リーズＡＣ     28.604/ 52

瀧内  義弘 京都ＦＳＣ     29.904/ 63

高垣  宏次 ダブルプレー     30.574/ 24

谷口  龍二 ＫＳＣ千里     33.904/ 75

谷    耕輔 コジャック     37.103/ 26

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　    22.75
日本記録　    22.75
大会記録　    24.32≪ 40～44歳 ≫

順位

中尾    強 祭     26.494/ 41

山田健太郎 三原ＳＳ     39.644/ 12

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

清水  雅也 ＳＴ宝塚     28.835/ 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　    21.37
日本記録　    22.30
大会記録　    24.09≪ 25～29歳 ≫

順位

福田    晃 ＳＴ宝塚     25.765/ 71

上村  智志 鳳ＷＳＣ     26.905/ 42

前川  昌吾 ダブルプレー     27.845/ 53

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

竹島  聡伺 みずしまＳＳ     28.415/ 31

池上  隆俊 ＳＴ宝塚     30.545/ 12

出力日時：10月15日 15:05


