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第７５回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2018年10月21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/ 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　    14.30
大会記録　    15.47≪ 80～84歳 ≫

順位

品川  光明 Ｓ・パティオ     16.021/ 41

相馬  孝亘 ＫＳＣ千里     17.721/ 52

片村  忠雄 Ｓ・パティオ     18.211/ 33

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

黒田  彦紀 鳳ＷＳＣ     19.082/ 61

篠田  武則 Ｓ・パティオ     22.182/ 22

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　    13.07
大会記録　    14.66≪ 70～74歳 ≫

順位

河野  康二 アイ・マーレ     15.042/ 41

塩貝  建夫 田辺公園Ｐ     16.942/ 52

川端  捷三 ＫＳＣ千里     19.882/ 33

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　    12.63
大会記録　    13.54≪ 65～69歳 ≫

順位

玉井  康雄 鳳ＷＳＣ     16.473/ 41

宮下    司 コジャック     16.963/ 32

富山  重樹 ＫＳＣ寝屋川     19.233/ 23

髙野    保 鳳ＷＳＣ     21.363/ 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　    12.14
大会記録　    13.04≪ 60～64歳 ≫

順位

千葉  秀俊 三原ＳＳ     17.333/ 51

須磨  一夫 ＫＳＣ千里     19.313/ 62

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     13.354/ 41

坂本  芳之 Ｓ・パティオ     15.614/ 32

芳賀  保博 コジャック     18.864/ 23

小石川智仁 コジャック     24.634/ 14

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     14.265/ 51

田口  伸佐 アイ・マーレ     16.134/ 62

大海  繁昭 ＫＳＣ寝屋川     16.165/ 63

出力日時：10月21日 11:36
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第７５回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2018年10月21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　    11.19
大会記録　    12.59≪ 50～54歳 ≫

順位

石井  則夫 ＭＣＣ水島     16.574/ 54

岡本    守 ＳＴ宝塚     18.054/ 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　    10.99
大会記録　    12.29≪ 45～49歳 ≫

順位

川喜多真人 ダブルプレー     13.405/ 41

谷口  龍二 ＫＳＣ千里     14.415/ 32

小林  正和 ＫＳＣ千里     16.235/ 23

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　    10.38
大会記録　    11.48≪ 40～44歳 ≫

順位

下久保健太郎 Ｓ・パティオ     13.036/ 41

中野  泰行 リーズＡＣ     13.136/ 32

今村  邦宏 ＫＳＣタナベ     15.115/ 13

酒井    豪 三原ＳＳ     15.436/ 14

西村  昌秀 ＫＳＣタナベ     15.825/ 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　    10.66
大会記録　    11.81≪ 35～39歳 ≫

順位

酒井  孝峰 みずしまＳＳ     16.386/ 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　    10.20
大会記録　    11.33≪ 30～34歳 ≫

順位

渡邉  晋治 ＫＳＣタナベ     14.496/ 71

古山  晋平 ＫＳＣ千里     17.616/ 22

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　     9.83
大会記録　    11.50≪ 25～29歳 ≫

順位

井戸  淳平 リーズＡＣ     13.087/ 31

上島  優也 ＫＳＣタナベ     13.847/ 62

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

宮崎  祐毅 Ｓ・パティオ     12.677/ 41

竹島  聡伺 みずしまＳＳ     13.187/ 52

岡部    悠 Ｓ・パティオ     14.037/ 23

中本  大晴 ＫＳＣ寝屋川     14.827/ 74

出力日時：10月21日 11:36


