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第７４回STGマスターズ水泳大会
期日：2018年6月10日(日)              会場：大阪府立門真スポーツセンター(東和薬品 RACTABドーム）(2

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.21≪ 85～89歳 ≫

順位

三原  巧伍 ＫＳＣ千里     24.571/ 61

種村  能次 奈良ＳＴ     28.931/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.47
大会記録　    17.87≪ 80～84歳 ≫

順位

小玉    伴 鳳ＷＳＣ     28.551/ 21

奥田  滋郎 鳳ＷＳＣ     30.371/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.54
大会記録　    15.97≪ 75～79歳 ≫

順位

小西  千年 アイ・マーレ     16.241/ 41

平田  利夫 ＫＳＣ寝屋川     17.281/ 52

三崎    起 Ｓ・パティオ     22.141/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.83
大会記録　    15.51≪ 70～74歳 ≫

順位

松本  二郎 ＳＴ藤井寺     17.532/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.70
大会記録　    14.40≪ 65～69歳 ≫

順位

東森  茂美 ＫＳＣ寝屋川     17.482/ 51

種村  雅行 奈良ＳＴ     17.842/ 62

南場    明 ＫＳＣ千里     18.502/ 73

宮下    司 コジャック     21.042/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.58
大会記録　    13.51≪ 55～59歳 ≫

順位

辺見  正信 ＳＴ藤井寺     17.833/ 61

浅田  靖浩 ＳＴ藤井寺     19.643/ 22

川内  章司 ＫＳＣ寝屋川     20.323/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.26
大会記録　    13.58≪ 50～54歳 ≫

順位

枝並  晃司 アイ・マーレ     24.063/ 71

石井  則夫 みずしまＳＳ    バ７3/ 5   

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.33
大会記録　    12.97≪ 45～49歳 ≫

順位

猪本  隆広 ＫＳＣ千里     14.224/ 41

谷    耕輔 コジャック     18.944/ 72

太田  哲也 コジャック     19.204/ 63

出力日時： 6月10日 14:41
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第７４回STGマスターズ水泳大会
期日：2018年6月10日(日)              会場：大阪府立門真スポーツセンター(東和薬品 RACTABドーム）(2

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.25
大会記録　    12.91≪ 40～44歳 ≫

順位

平松  将行 みずしまＳＳ     19.624/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.19
大会記録　    12.62≪ 35～39歳 ≫

順位

中村  照宏 ＫＳＣ寝屋川     13.884/ 31

三島    徹 リーズＡＣ     14.994/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.72
大会記録　    12.47≪ 30～34歳 ≫

順位

初瀬部昭宏 ＫＳＣ寝屋川     12.155/ 4 ･大会新1

植田    大 ＳＴ宝塚     12.915/ 52

瀬尾  啓太 ＳＴ藤井寺     14.955/ 33

古山  晋平 ＫＳＣ千里     16.025/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.33 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.90
大会記録　    12.07≪ 18～24歳 ≫

順位

塩谷  聖哉 コジャック     17.055/ 71

出力日時： 6月10日 14:41


