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第77回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2019年10月13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.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.21
大会記録　    23.96≪ 85～89歳 ≫

順位

三原　巧伍 コナミ茨木     27.211/ 41

小玉　　伴 鳳ＷＳＣ     33.701/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

奥田　滋郎 鳳ＷＳＣ     27.061/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

篠田　武則 Ｓ・パティオ     26.472/ 21

遠藤　堅衛 Ｓ・パティオ     27.102/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.9 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　    15.39≪ 70～74歳 ≫

順位

松本　二郎 ＢＩＧビオス     17.182/ 41

玉野　俊一 鳳ＷＳＣ     17.902/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

南場　　明 ＫＳＣ千里     19.073/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

喜納　伸行 コジャック     15.124/ 41

佐原登志雄 ＫＳＣ千里     15.704/ 52

平山　義一 ＢＩＧビオス     18.524/ 63

川内　章司 ＫＳＣ寝屋川     19.723/ 64

西岡　勝利 Team-2G     20.723/ 75

枝並　晃司 アイ・マーレ     22.703/ 26

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.76
大会記録　    13.58≪ 50～54歳 ≫

順位

箕浦　　智 Team-2G     13.715/ 51

綾　　英紀 コナミ茨木     14.284/ 32

谷　　耕輔 コジャック     19.594/ 13

太田　哲也 コジャック     19.834/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

八木乃恵留 コナミＪ山     12.565/ 4 ･大会新1

岡　　敦之 Ｓ・パティオ     15.895/ 22

出力日時：10月13日 11:48
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第77回ＳＴＧマスターズ水泳大会
期日：2019年10月13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.9 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

波多　和成 ＫＳＣタナベ     14.065/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.68
大会記録　    12.15≪ 30～34歳 ≫

順位

内田　　誠 みずしまＳＳ     19.585/ 1 *手動1

氏名 所属略称   時  間

No.9 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.52
大会記録　    12.00≪ 25～29歳 ≫

順位

吉本雄太郎 リーズＡＣ     15.805/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.9 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

岡田　洸毅 コジャック     14.695/ 31

出力日時：10月13日 11:48


