
第59回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2013年7月6日

NO.16　男子4×25m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   1:37.11 ･大会新 岡野　廣 須賀　英彦 玉村　秀明 川本　剛

【280～319歳】
1 南千住   1:09.97 山田　幸男 浅野　弘富 渡辺　徹 丸野　公敏
2 自由が丘   1:16.06 古田　有一 大塚　高之 八木　佑幸 染野　和夫
3 松戸   1:16.53 榎本　勝 飯島　正 佐藤　宗之助 永木　明世

【240～279歳】
1 浦安   1:04.42 前田　寿彦 大内　洋 竹内　健造 上原　隆男
2 大宮宮原   1:04.63 幡場　達明 永井　賢治 松田　賢治 中部　豪
3 南千住   1:06.79 佐藤　登 石原　巌 吉川　光雄 槙田　誠
4 曽谷   1:09.77 菊地　知行 生山　亮 常山　賢二 倉持　保雄

【200～239歳】
1 清瀬     57.15 磯野　信也 渡　誠 飯野　英明 吉澤　隆
2 志木     59.27 田村　孝平 瀧下　敏和 髙野　秀幸 澤田　淳
3 我孫子     59.69 宮沢　英志 益子　正人 斉藤　正博 山梨　英克
4 青砥   1:00.45 肥後　盛宣 髙本　直彰 阿部　一男 萱原　隆志
5 上池袋   1:01.52 佐藤　司 岡部　浩次 阿部　宏之助 長谷川　武
6 岩槻   1:02.64 須藤　桂一 森　正 志水　剛 細村　豊
7 ときわ台   1:04.57 小泉　修 田代　裕一 原口　裕二 谷川　元
8 下北沢   1:06.51 藁科　茂 横溝　和功 増山　晶一 高橋　採水
9 松戸   1:09.69 渡部　浩治 萬葉　潤 後藤　宗徳 近藤　恭彦

【160～199歳】
1 用賀     50.45 古木　隆介 柄澤　英也 飯田　正敏 和田　弘太郎
2 阿佐谷     51.01 山賀　竜馬 疋田　道郎 田中　克典 棚網　宏之
3 パレス     51.82 椿山　英樹 宮川　則仁 田中　宏明 中村　新次郎
4 おおたか     54.51 フィゲロア　Ｊ 鈴木　侑也 鈴木　朝雄 杉村　享
5 成城     55.06 浦田　昌和 吉村　進 北島　健二 名倉　一雅
6 自由が丘     55.16 安藤　圭一 白子　満 武井　邦明 真島　隆
7 溝ノ口     55.58 鈴木　博一 奥村　耕一 大西　長次 飯島　芳則
8 浦安     56.24 小林　直登 黒川　直行 水口　隆史 中谷　光宏
9 流山     56.78 太田　亮介 岡田　博之 土方　滋 舩田　寿岳
10 長津田     56.95 瀬戸　淳 眞嶋　常式 坂口　洋平 広瀬　雅樹
11 前橋     57.08 木戸　茂貴 岩崎　明 金井　明人 宮下　悠
12 墨田区体育館     57.29 袴塚　哲也 吉野　源太 竹内　新 古山　賢治
13 ポート     59.46 志村　直 橋本　秀行 藤田　重晴 岩楯　光司
14 北本   1:01.61 永末　勇一 皆木　亮 石田　吉春 佐藤　信弘
15 津田沼   1:03.81 井村　敬吾 工藤　稔 石田　薫 大黒　嵩司
16 阿佐谷   1:03.82 松井　哲郎 伴野　保志 山中　一男 佐々木　蔵
17 慶應日吉   1:04.82 大塚　秀幸 西尾　顕 石沢　淳一 北川　英介
18 市川   1:05.69 浜松　義之 安江　塁陽 福田　義晴 田中　大祐
19 谷津   1:05.77 大井　幸太 松村　宜久 秋元　稔功 森竹　津四志
20 新川崎   1:06.54 岡本　孝夫 後藤　克己 柴田　哲也 小野　和彦

【120～159歳】
1 長津田     46.59 葛原　俊輔 吉岡　範人 西野宮　冬木 畑地　慶三
2 目黒     48.75 福田　優 椎本　恭平 齋藤　光佑 加治屋　史郎
3 柏     49.30 印南　正行 長田　裕史 辻　真基 大作　善祥
4 南千住     50.32 桶本　新一郎 坂田　龍亮 君塚　卓行 為貝　陽介
5 ときわ台     50.64 小林　弘幸 下門　健士 古屋　俊一 加地　隆史
6 二俣川     50.94 杉山　大亜 永瀬　知之 谷岡　哲彦 小山　祐宇
7 湘南台     52.21 伊豆山　善之 曳地　正和 藤木　裕之 牧　優介
8 Ｓ湘南台     53.11 瀬端　康弘 中島　茂 中津海　全士 佐藤　和人

【119歳以下】
1 自由が丘     47.98 藤﨑　和也 西川　浩平 甲斐　正資 前田　梓


