
第58回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2012年11月23日

NO.12 男子４×50ｍ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】

1 市川   3:24.87 後藤  二郎 石川  克己 石川  守也 野澤  靖欣

【240～279歳】
1 ラフレ   2:43.35 森谷  俊彦 岡村  賢二 白井  清嗣 関    晃治
2 南千住   3:09.95 吉川  光雄 佐藤    登 渡辺    徹 石原    巌

【200～239歳】
1 ポート   2:21.92 志村    直 平城    勇 波田野隆司 瀧本  英樹
2 下北沢   2:24.85 豊田    基 植地  和也 中川    卓 増山  晶一
3 戸塚   2:28.92 関根    誠 中島  重良 香川  左近 亀田  一麿
4 浦安   2:33.24 水口  隆史 西村  弘一 中谷  光宏 前田  寿彦
5 曽谷   2:44.01 常山  賢二 生山    亮 田口  直樹 菊地  知行
6 本郷台   2:58.98 岡見  晴児 宮崎  貴之 久保田紀之 飯嶋  耕一

【160～199歳】
1 用賀   2:11.87 柄澤  英也 古木  隆介 藤木  雅己 飯田  正敏
2 おおたか   2:12.86 會田  修一 金子  裕佑 緒方  俊英 杉村    享
3 ポート   2:13.11 植村  匡詞 宮崎    淳 川代  哲夫 橋本  豊司
4 南千住   2:16.83 桶本新一郎 溝口  昭成 帆足  宜隆 栗栖  太郎
5 天王洲   2:17.70 真島    隆 久保  卓士 エルミニオＦ 遠山  雄二
6 流山   2:26.05 舩田  寿岳 岡田  博之 佐藤  友軌 土方    滋
7 ときわ台   2:28.86 古屋  俊一 小泉    修 加地  隆史 原口  裕二
8 ポート   2:29.17 安則  重雄 塚本  幸治 藤田  重晴 信田  直也
9 Ｓ湘南台   2:29.92 中村  雄太 中島    茂 井上  雅弘 藤山    渉
10 市川   2:30.53 伊藤    歩 衣原  満登 甫坂  修男 福田  義晴
11 天王洲   2:31.23 原田  知昌 林    秀樹 山田  育海 三浦  一将
12 錦糸町   2:37.29 古山  賢治 赤坂  吉昭 袴塚  哲也 竹内    新
13 柏   2:40.79 川村  徳行 鈴木  雅幸 渡辺  正俊 大野  恭治

【120～159歳】
1 二俣川   1:54.13 寺田  貴洋 近藤  大輔 鈴木    遼 前田  崇行
2 清瀬   2:03.17 松本  考弘 泉田  優太 林    佑紀 前田    潤
3 越谷   2:05.61 谷川  正志 松本  健太 手塚  一智 松村    剛
4 ときわ台   2:08.89 平田  博之 山岡  裕和 中村  正明 小林  弘幸
5 自由が丘   2:17.79 白石  隆信 白子    満 西川  浩平 前田    梓
6 清瀬   2:22.27 村野  雄太 渡      誠 櫻井  直仁 濱田  修次
7 おおたか   2:24.23 鈴木  侑也 鈴木  朝雄 渕脇  孝平 岸本  智史
8 岩槻   2:28.49 前島    淳 柴本  裕人 五十嵐秀一 細村    豊

【119歳以下】
1 二俣川   1:50.47 ･大会新 青木  英明 知見  邦彦 高柳    洋 酒井    駿
2 成城   1:55.40 物延  靖記 名倉  一雅 石井  克典 山賀  竜馬
3 用賀   1:59.03 鍋倉  啓志 宮川    航 フォルクナーＪ和田弘太郎
4 東十条   2:02.31 酒井  智彬 北    英毅 志賀  大祐 長谷川  綾
5 下北沢   2:11.98 神谷    翼 豊田健太郎 長尾  明芳 高橋  採水


