
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.4 男子４×５０ｍフリーリレー

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
【320～359歳】

1 長沼   3:20.31 須賀  英彦 玉村  秀明 中谷  清一 川本    剛

【240～279歳】
1 ラフレ   2:22.22 森谷  俊彦 関    晃治 白井  清嗣 岡村  賢二
2 浦安   2:33.81 上原  隆男 大内    洋 有田  和實 高橋  順司
3 松戸   2:55.51 榎本    勝 萬葉    潤 飯島    正 日野  隆司

【200～239歳】
1 浦安   2:06.98 黒川  直行 西村  弘一 村木  孝司 中谷  光宏
2 越谷   2:10.92 恒吉    徹 今    修二 古口  正一 小林  信一
3 おおたか   2:12.17 杉村    享 鈴木  朝雄 宮瀬  吉弘 岸本  智史
4 戸塚   2:14.39 関根    誠 中島  重良 香川  左近 亀田  一麿
5 上池袋   2:19.08 長谷川  武 阿部宏之助 岡部  浩次 長田  邦裕
6 阿佐谷   2:25.84 中島  恭之 伴野  保志 吉村    進 佐々木  蔵
7 藤沢   2:29.17 内田  誠一 西山  精一 小林  康正 小沼  禎侑

【160～199歳】
1 二俣川   1:50.58 冨松    実 永瀬  知之 下家  成人 知見  邦彦
2 用賀   1:57.04 古木  隆介 飯田  正敏 藤木  雅己 柄澤  英也
3 パレス   2:00.80 椿山  英樹 北見  史生 宮川  則仁 門田  誠也
4 ときわ台   2:02.74 原口  裕二 平田  博之 小泉    修 中村  正明
5 ポート   2:02.80 平城    勇 植村  匡詞 信田  直也 安則  重雄
6 我孫子   2:04.50 半田  雄大 益子  正人 山梨  英克 引地  雄介
7 長津田   2:06.38 眞嶋  常式 坂口  洋平 鷲北  唯行 瀬戸    淳
8 ポート   2:06.63 瀧本  英樹 橋本  豊司 藤田  重晴 岩楯  光司
9 岩槻   2:12.83 柴本  裕人 志水    剛 福田  一郎 須藤  桂一
10 錦糸町   2:13.44 竹内    新 赤坂  吉昭 袴塚  哲也 古山  賢治
11 津田沼   2:15.04 冨沢  篤史 石田    薫 三浦  幹剛 井村  敬吾
12 下北沢   2:16.56 植地  和也 高橋  採水 神谷    翼 増山  晶一
13 柏   2:17.61 川村  徳行 大野  恭治 渡辺  正俊 鈴木  雅幸
14 慶應日吉   2:22.95 山本    勝 西尾    顕 大塚  秀幸 北川  英介
15 谷津   2:26.92 大井  幸太 秋元  稔功 松村  宜久 嶋田  空悟

【120～159歳】
1 二俣川   1:41.70 ･大会新 前田  崇行 近藤  大輔 青木  英明 寺田  貴洋
2 下北沢   1:47.55 長尾  明芳 豊田健太郎 中川    卓 豊田    基
3 清瀬   1:51.57 前田    潤 松本  考弘 村野  雄太 林    佑紀
4 溝ノ口   1:56.18 泉    政希 奥村  耕一 鈴木  博一 小笠原  鑑
5 南青山   1:58.89 菅谷    忠 福島    順 佐伯  慎介 片岡  賢治
6 新川崎   2:21.44 柴田  哲也 大貫  浩憲 板橋  孝寿 小野  和彦

【119歳以下】
1 二俣川   1:42.22 酒井    駿 穂積  雅之 鈴木    遼 高柳    洋
2 成城   1:42.86 物延  靖記 石井  克典 山賀  竜馬 名倉  一雅
3 用賀   1:47.18 鍋倉  啓志 フォルクナー 宮川    航 和田弘太郎


