
第57回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2012年6月30日

Ｎｏ．４　男子　4×25ｍメドレーリレー　

順位 所属略称 公式時間 新記録 泳者1 泳者2 泳者3 泳者4
【280～319歳区分】

1 浦安   1:14.37 ･大会新 志田  璋一 黒川  直行 西村  弘一 竹内  健造
2 松戸   1:18.77 日野  隆司 大塚  幹夫 中田    毅 佐藤宗之助
3 八千代台   1:23.30 稲田    弘 山下    和 安田洋一郎 橋本  貞寛
4 市川   1:25.43 後藤  二郎 石川  克己 石川  守也 野澤  靖欣
5 パレス   1:27.75 小原  國宣 矢島    要 高瀬  俊佑 大谷  政通

【240～279歳区分】
1 東青梅   1:06.27 木崎二三男 佐久間俊夫 嶋﨑  昭夫 土屋  久司
2 戸塚   1:07.30 亀田  一麿 中島  重良 香川  左近 松本  秀二
3 館山   1:08.96 鈴木  晴彦 中野    実 佐々木  昭 栗原    猛
4 ラフレ   1:09.56 森谷  俊彦 岡村  賢二 白井  清嗣 関    晃治
5 越谷   1:14.51 古口  正一 水間  和男 今    修二 恒吉    徹
6 浦安   1:22.56 大内    洋 有田  和實 上原  隆男 佐藤  清治
7 曽谷   1:26.18 生山    亮 菊地  知行 倉持  保雄 常山  賢二

【200～239歳区分】
1 阿佐谷   1:00.63 疋田  道郎 吉村    進 宇佐美栄二 山賀  竜馬
2 おおたか   1:04.55 會田  修一 落合  国章 永楽  彰一 杉村    享
3 ポート   1:08.77 橋本  豊司 平城    勇 波田野隆司 岩楯  光司
4 三郷   1:10.19 鈴木  克己 佐藤  信博 尾山  卓生 松村  昭二
5 南千住   1:10.26 吉川  光雄 槙田    誠 山田  幸男 前田    聡
6 下北沢   1:20.89 藁科    茂 植地  和也 増山  晶一 横溝  和功

【160～199歳区分】
1 パレス     57.39 宮川  則仁 田中  宏明 椿山  英樹 中村新次郎
2 用賀     59.18 柄澤  英也 古木  隆介 藤木  雅己 飯田  正敏
3 大倉山     59.64 渋井    真 新井田將司 杉岡  立也 大内  龍平
4 清瀬     59.66 松本  考弘 小倉  秀和 櫻井  直仁 磯野  信也
5 能見台     59.97 横手  克也 北村    勇 近藤  寛彰 田中  康仁
6 南千住   1:00.04 桶本新一郎 溝口  昭成 帆足  宜隆 栗栖  太郎
7 天王洲   1:00.62 原田  知昌 三浦  一将 久保  卓士 遠山  雄二
8 ポート   1:01.35 安則  重雄 橋本  秀行 宮崎    淳 志村    直
9 市川   1:02.02 伊藤    歩 大塚    克 甫坂  修男 足立  勝俊
10 ときわ台   1:02.04 井上    亮 小泉    修 平田  博之 武井  一夫
11 リリオ   1:03.50 松澤  裕樹 日比野雅之 渡邉  秀紀 紀藤  綱彦
12 南青山   1:06.68 福島    順 神保  伸幸 深澤    崇 菅谷    忠
13 浦安   1:07.79 水口  隆史 三ツ木信孝 中谷  光宏 前田  寿彦
14 錦糸町   1:08.31 古山  賢治 赤坂  吉昭 袴塚  哲也 竹内    新
15 谷津   1:13.85 鄭    甲植 大井  幸太 柴    正実 松村  宜久
16 上池袋   1:16.22 岡部  浩次 阿部宏之助 島崎  平治 近藤  正之

【120～159歳区分】
1 二俣川     52.23 近藤  大輔 穂積  雅之 高柳    洋 永瀬  知之
2 成城     52.55 地代    守 名倉  一雅 物延  靖記 北島  健二
3 おおたか     55.80 フィゲロアＪ 金子  裕佑 緒方  俊英 大作  善祥
4 阿佐谷     56.47 棚網  宏之 芝    秀紀 久保田勝己 渡辺  章男
5 Ｆ宇都宮   1:00.35 大山  和彦 花木  弘司 成島    毅 小平  正和
6 松戸   1:03.98 近藤  恭彦 渡部  浩治 五十嵐賢一 古内    立
7 慶應日吉   1:05.24 石沢  淳一 林    和樹 綱木  崇智 大塚  秀幸
8 Ｓ湘南台   1:05.81 守屋  要志 ホール  Ｊ 藤山    渉 三添  直也
9 福島   1:07.85 石垣  大地 竹内    崇 引地  純隆 髙倉  好和
10 市川   1:11.24 田中  大祐 衣原  満登 渡辺  啓太 福田  義晴
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【119歳以下区分】
1 二俣川     51.59 酒井    駿 知見  邦彦 鈴木    遼 前田  崇行
2 下北沢     53.71 豊田健太郎 下津  大樹 中川    卓 長尾  明芳
3 東十条     54.99 酒井  智彬 北    英毅 嶋田  耕士 長谷川  綾
4 清瀬     55.31 前田    潤 泉田  優太 林    佑紀 濱田  修次
5 自由が丘     55.71 澤木  亮介 甲斐  正資 藤﨑  和也 安藤  圭一
6 西新井     57.71 鷲尾  大樹 大泉    心 根本  良治 土岐  健一
7 錦糸町   1:06.76 吉野  源太 宗像  祐輔 高瀬  正規 齊藤  知良


