
第50回セントラルスポーツ西日本エリア マスターズフェスティバル第50回セントラルスポ ツ西日本エリア マスタ ズフェスティバル

会場：なみはやドーム（サブプール）会場：なみはやドーム（サブプール）
期日 2013年6月2日（日）期日：2013年6月2日（日）

Ｎｏ．24　男子　２５ｍバタフライＮｏ．24　男子　２５ｍバタフライ

順位 氏 名 クラブ名 タイム順位 氏　名 クラブ名 タイム
【18～24歳区分】【18～24歳区分】

1 高岸 良昌 四条畷 12 311 高岸  良昌 四条畷 12.31
2 鈴森 智 芦屋 15 142 鈴森  智 芦屋 15.14

浜本 涼 芦3 浜本  涼 芦屋 15.443 浜本  涼 芦屋 5
4 石井  龍佑 太秦 15.754 石井  龍佑 太秦 15.75

【25～29歳区分】【25～29歳区分】
1 小川 敏 一社 12 251 小川  敏 一社 12.25
2 神内 浩孝 都島 12 602 神内  浩孝 都島 12.60
3 古谷 健 尼崎 13 063 古谷  健 尼崎 13.06

角 達朗 東香4 角田  達朗 東香里 13.60角田 達朗 東香里
5 横田  崇之 尼崎 14.715 横田  崇之 尼崎 14.71
6 末岡 直哉 平野 14.896 末岡  直哉 平野 14.89

【30～34歳区分】【30～34歳区分】
1 高谷 明甫 尼崎 13 391 高谷  明甫 尼崎 13.39
2 春日井 浩二 大曽根 13 602 春日井  浩二 大曽根 13.60

村上 真 藤が丘3 村上  真一 藤が丘 14.90村 真 藤が
4 中田  周作 芦屋 15.084 中田  周作 芦屋 15.08
5 高橋 志太 尼崎 18.115 高橋  志太 尼崎 18.11

【35～39歳区分】【35～39歳区分】
1 中島 耕平 尼崎 13 711 中島  耕平 尼崎 13.71
2 中田 暢尚 桔梗が丘 13 722 中田  暢尚 桔梗が丘 13.72

近藤 嗣 六甲道3 近藤  正嗣 六甲道 15.84近藤 嗣 六甲道

【40～44歳区分】【40 44歳区分】
1 山田 繁 尼崎 14 351 山田  繁 尼崎 14.35
2 関堂 幸輔 蒲生 17 152 関堂  幸輔 蒲生 17.15
3 原村 浩 平野 19 963 原村  浩 平野 19.96

【 歳区分】【45～49歳区分】【 歳 分】
1 箕浦  智 平野 13.411 箕浦  智 平野 13.41
2 坂本 泰宏 住ノ江 14.242 坂本  泰宏 住ノ江 14.24
3 田村 好弘 平野 15 673 田村  好弘 平野 15.67
4 森 康洋 岡崎 17 344 森  康洋 岡崎 17.34
5 藤本 直樹 六甲道 19 355 藤本  直樹 六甲道 19.35

【 歳区分】【50～54歳区分】【 歳 分】
1 木村  隆 平野 18.221 木村  隆 平野 18.22
2 國武 敏郎 都島 19.942 國武  敏郎 都島 19.94

【55～59歳区分】【55～59歳区分】
1 川尻 知 住ノ江 16 881 川尻  知 住ノ江 16.88
1 浅原 弘 四条畷 16 881 浅原  弘一 四条畷 16.88
3 佐伯 昇 尼崎 19 243 佐伯  昇 尼崎 19.24

【60～64歳区分】【60 64歳区分】
1 木村 光夫 東香里 19 031 木村  光夫 東香里 19.03
2 上田 耕三 太秦 19 102 上田  耕三 太秦 19.10
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順位 氏 名 クラブ名 タイム順位 氏　名 クラブ名 タイム
【65～69歳区分】【65～69歳区分】

1 松本 彦 芦屋 19 711 松本  一彦 芦屋 19.71
2 味園 均 ゲ ト 28 722 味園  均 ゲート 28.72

【70～74歳区分】【70 74歳区分】
1 出口 武司 都島 25.581 出口  武司 都島 25.58

【75～75歳区分】【75～75歳区分】
1 多田 晋作 岡崎 18 791 多田  晋作 岡崎 18.79
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