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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:27.55
日本記録　  1:39.30

鈴木  淑子 静岡県   2:14.911/ 21

杉本美代子 南区   2:45.931/ 62

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:20.15
日本記録　  1:30.16

重村  千尋 岡崎市   1:42.242/ 21

久留島睦子 千種区   1:44.591/ 42

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:14.28
日本記録　  1:14.28

太田  聖子 千種区   1:32.613/ 41

長谷川昌子 西区   1:37.482/ 62

石原不二子 守山区   1:42.222/ 43

近藤  節子 安城市   1:42.582/ 34

津田日出子 守山区   1:43.872/ 55

谷    郁子 緑区   2:10.422/ 76

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:12.00
日本記録　  1:13.05

野田  敏枝 守山区   1:22.794/ 41

伊藤  幸子 昭和区   1:31.024/ 62

榊原サトエ 小牧市   1:35.503/ 63

松下  義子 春日井市   1:36.163/ 24

山下みつえ 安城市   1:38.963/ 35

内田  照子 安城市   1:39.853/ 56

大島  敬子 岐阜県   2:17.983/ 87

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:06.63
日本記録　  1:12.31

海藤真里子 守山区   1:22.285/ 41

伊藤  恵子 緑区   1:28.544/ 52

水口  幸子 日進市   1:34.824/ 23

野村  保子 中村区   1:41.454/ 74

安江加代子 北区   1:59.304/ 85

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:02.02
日本記録　  1:10.94

三浦  晴子 春日井市   1:16.266/ 41

川瀬みどり 丹羽郡   1:21.676/ 32

土肥いづみ 春日井市   1:24.636/ 53

白井  順子 豊橋市   1:26.616/ 64

足立  好美 豊田市   1:27.726/ 25

佐藤  孝子 刈谷市   1:28.756/ 76

増田  智子 北区   1:35.285/ 37

出力日時： 6月6日 10:40
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:02.02
日本記録　  1:10.94

日比  悦子 岐阜県   1:35.425/ 28

平田  節子 岐阜県   1:39.085/ 69

松本  良順 清須市   1:43.155/ 810

長谷川タツエ 緑区   1:44.335/ 711

蟹江  洋子 知立市   1:47.655/ 112

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:01.13
日本記録　  1:09.16

千田  澄江 常滑市   1:15.587/ 41

古沢  京子 西区   1:17.297/ 52

矢田  恭子 東海市   1:17.827/ 23

水野  且子 稲沢市   1:18.937/ 64

林  ひとみ 岐阜県   1:18.977/ 35

青山  典子 春日井市   1:26.647/ 76

鈴木寿ミ子 天白区   1:28.467/ 17

成瀬  弘美 東海市   1:28.927/ 88

澤田  裕子 常滑市   1:30.338/ 19

新木  玲子 天白区   1:32.458/ 610

見崎  美子 緑区   1:36.278/ 211

増田  智香 安城市   1:50.066/ 112

児玉  文恵 海部郡   1:55.376/ 813

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    59.79
日本記録　  1:03.64

徳永  千晴 蒲郡市   1:11.619/ 51

宮田  恭子 緑区   1:22.469/ 22

安藤  悦子 春日井市   1:22.489/ 63

町野まゆみ 守山区   1:23.408/ 44

大城裕美子 稲沢市   1:28.708/ 55

黒柳美保子 西尾市   1:34.508/ 36

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    58.43
日本記録　  1:02.50

吉野  直子 天白区   1:13.719/ 41

青山    香 名東区   1:18.609/ 32

廣澤由里子 知多郡   1:26.709/ 13

伊藤  康子 瀬戸市   1:28.869/ 74

山口みゆき 名東区   1:38.949/ 85

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    58.38
日本記録　  1:01.19

木下千津代 豊田市   1:09.5210/ 41

柴田  裕子 中川区   1:09.9310/ 32

中井めぐみ 東海市   1:13.0510/ 63

出力日時： 6月6日 10:40
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    58.38
日本記録　  1:01.19

中嶌  実芸 豊田市   1:48.2510/ 14

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.1 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    55.24
日本記録　    58.90

木村  亜美 守山区   1:11.0210/ 51

久米  智美 緑区   1:15.6610/ 22

榎本加奈子 北区   1:16.2110/ 73

出力日時： 6月6日 10:40
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:17.11
日本記録　  1:17.11

花井  康一 西区   2:00.251/ 31

千野  茂雄 昭和区   2:00.501/ 52

石黒  芳治 緑区   2:03.071/ 63

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:06.63
日本記録　  1:10.02

小笠原繁夫 岐阜県   1:24.122/ 31

渡辺  利信 江南市   1:35.892/ 22

國吉  孔孝 安城市   1:43.941/ 43

岩田  侓彦 中村区   1:46.661/ 24

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:05.40
日本記録　  1:06.62

長縄  力雄 春日井市   1:16.423/ 51

鍋嶋  邦正 守山区   1:19.123/ 12

服部    等 港区   1:21.102/ 63

永田  勝二 南区   1:22.432/ 54

山田    勝 中川区   1:27.572/ 7 ＊手動5

長谷川富雄 安城市   1:31.382/ 46

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:01.05
日本記録　  1:04.47

竹下  龍彦 岐阜県   1:12.223/ 41

大崎  健治 清須市   1:15.523/ 62

河原    裕 日進市   1:15.853/ 33

松波  俊宣 岐阜県   1:17.253/ 24

松田  隼人 名東区   1:17.853/ 75

田中    進 瑞穂区   1:25.613/ 86

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    58.61
日本記録　  1:03.53

宮台  武彦 千種区   1:13.394/ 41

小林  誠基 三重県   1:16.344/ 22

南出    武 瀬戸市   1:17.964/ 63

久米  一秋 一宮市   1:18.224/ 54

伊佐治和博 岐阜県   1:18.874/ 75

山下  秀幸 三重県   1:21.984/ 36

鈴木  祐吉 犬山市   1:22.405/ 67

斉藤礼三郎 瀬戸市   1:22.504/ 18

谷口    修 中川区   1:25.084/ 89

成冨  久治 天白区   1:27.285/ 210

東    重幸 安城市   1:32.055/ 811

天野    勉 瑞穂区   1:35.715/ 712

出力日時： 6月6日 11:10
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    56.08
日本記録　    59.56

久原  正義 千種区   1:06.396/ 41

松尾  宗一 高浜市   1:09.376/ 52

加藤  謙治 天白区   1:14.596/ 33

伊藤  義政 三重県   1:17.345/ 44

伊藤  隆康 豊橋市   1:19.335/ 35

山西  静雄 岐阜県   1:21.216/ 66

富    一美 知多郡   1:22.835/ 57

天野    隆 知多郡   1:59.645/ 18

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    54.94
日本記録　    59.75

軸屋  常男 刈谷市     59.187/ 5 ･日本新1

勝又  久幸 尾張旭市   1:01.347/ 42

林  茂登司 岡崎市   1:07.167/ 33

藤江    豊 春日井市   1:10.387/ 84

平岡  紀恭 北名古屋市   1:10.527/ 25

笠島  紀夫 三重県   1:11.007/ 66

中島  政志 守山区   1:15.398/ 57

百石    悟 知多郡   1:15.487/ 78

川浪  則昭 北区   1:16.637/ 19

寺木  忠利 中川区   1:16.668/ 310

松井  幸生 蒲郡市   1:20.848/ 711

伊奈  佳輝 常滑市   1:21.168/ 412

羽生  伸昭 東区   1:22.708/ 113

杉浦  高之 碧南市   1:25.746/ 214

武田    清 中村区   1:26.406/ 115

古井  佳雄 緑区   1:37.966/ 716

高田    明 南区   1:45.316/ 817

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    53.77
日本記録　    56.14

牧野    靖 岡崎市   1:00.289/ 41

松谷  哲也 稲沢市   1:04.789/ 82

安藤  宏通 蒲郡市   1:05.629/ 63

大森  貴夫 岡崎市   1:06.089/ 54

別府  史朗 西区   1:07.769/ 35

坂野  仁一 緑区   1:08.789/ 76

吉岡  克巳 稲沢市   1:11.719/ 17

福家  博行 豊田市   1:12.1810/ 68

加藤  雅昭 豊明市   1:12.3810/ 49

石川  祥啓 北区   1:12.8610/ 510

伊藤  和芳 西区   1:17.8810/ 111

田中  重雄 千種区   1:18.1210/ 312

竹尾  祐二 南区   1:19.818/ 213

浜田  信孝 東区   1:22.248/ 614
出力日時： 6月6日 11:10
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    53.77
日本記録　    56.14

高阪  文雄 中村区   1:22.678/ 815

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    52.10
日本記録　    55.39

稲垣  吉樹 安城市   1:03.1111/ 51

木下  佳典 豊橋市   1:04.0911/ 22

柄沢  高広 春日井市   1:04.9211/ 43

門脇  元晴 大府市   1:05.4111/ 74

西井    剛 港区   1:05.7511/ 65

林    克彦 昭和区   1:08.0211/ 36

玉越  充員 昭和区   1:08.7611/ 17

前田  憲吾 春日井市   1:10.6211/ 88

兵藤  新一 南区   1:13.6112/ 49

岩田  剛二 中村区   1:14.7512/ 210

杉本  哲郎 緑区   1:15.8612/ 611

福王寺一郎 北区   1:16.2312/ 312

小田  晃央 知多市   1:19.1912/ 513

今富  康夫 みよし市   1:21.2010/ 814

服部  義和 愛知郡   1:24.5612/ 715

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    50.78
日本記録　    50.78

新井  久司 一宮市     57.2915/ 41

間宮  一法 岐阜県     58.8415/ 22

後藤  充彦 大府市     59.1615/ 33

市川  武人 瀬戸市     59.8515/ 54

杉田  敦俊 額田郡   1:00.2915/ 65

大渕  一弘 刈谷市   1:02.2215/ 76

松原  浩司 三重県   1:02.7915/ 17

玉懸    元 天白区   1:03.3415/ 88

牧野  哲也 港区   1:03.9414/ 49

長屋  則男 中村区   1:07.1514/ 610

中島  有助 日進市   1:08.4914/ 511

伊藤  孝史 瀬戸市   1:09.2514/ 212

安原  正芳 刈谷市   1:09.3514/ 113

藤本  賢司 中川区   1:09.8613/ 314

勝井  健一 西区   1:12.6916/ 115

小柳津  健 豊橋市   1:13.1213/ 616

村本  博則 南区   1:13.3414/ 817

井内    修 瑞穂区   1:13.5313/ 818

松山    敏 一宮市   1:15.1313/ 119

塩谷  秀作 名東区   1:17.1913/ 720

小島  清秀 東海市   1:22.6116/ 821

小山    明 名東区   1:49.2112/ 122

出力日時： 6月6日 11:10
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.2 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    51.24
日本記録　    51.34

大場  徹也 春日井市     56.7316/ 51

宮崎    学 岐阜県     57.6217/ 52

竹内  直行 知多市     58.1917/ 43

村尾  泰秀 豊橋市   1:01.9317/ 34

篠崎    勉 昭和区   1:03.5117/ 25

白井  尋也 知立市   1:03.5817/ 66

後藤  隆徳 岐阜県   1:05.7917/ 77

内田  宇宣 南区   1:07.9817/ 18

羽田野祐介 豊橋市   1:08.6216/ 49

髙橋  正徳 東区   1:09.7316/ 310

橋本    学 北区   1:11.2916/ 211

秋廣  武志 千葉県   1:11.8917/ 812

舟橋  洋祐 春日井市   1:16.8816/ 713

出力日時： 6月6日 11:10
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:47.29
日本記録　  1:54.49

後藤みち子 大府市   3:32.841/ 71

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:38.62
日本記録　  1:48.63

山田喜久子 丹羽郡   2:03.851/ 51

青木  絢子 緑区   2:04.221/ 32

堀    雅子 北名古屋市   2:12.081/ 63

加藤しげ子 弥富市   2:29.061/ 24

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:32.51
日本記録　  1:32.51

大林  裕子 緑区   1:47.122/ 41

加藤  房子 瀬戸市   1:50.482/ 32

長谷川由子 春日井市   2:07.562/ 63

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:24.67
日本記録　  1:24.67

伊藤  幸子 昭和区   1:48.212/ 51

神野由紀子 東海市   1:50.333/ 52

岩越  明美 天白区   2:13.952/ 23

大島  敬子 岐阜県   3:15.382/ 74

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:18.91
日本記録　  1:20.43

三浦    泉 日進市   1:33.814/ 41

高木  和子 守山区   1:43.443/ 42

伊藤ちづ子 江南市   2:01.863/ 63

柴田佐和子 安城市   2:06.083/ 34

柚原  年子 東海市   2:13.483/ 25

横井美代子 東区   2:34.813/ 86

比嘉  信子 東海市   2:47.893/ 77

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:14.41
日本記録　  1:19.65

伊藤久美子 三重県   1:33.424/ 51

大嶋  美鈴 岐阜県   1:39.894/ 32

豊島  和世 守山区   1:43.094/ 63

畔柳  説子 岡崎市   1:43.444/ 84

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:13.55
日本記録　  1:17.93

吉田まゆみ 半田市   1:42.155/ 71

伏屋  嘉美 日進市   1:47.125/ 22

古田  麻里 岐阜県   1:51.515/ 13

出力日時： 6月6日 11:33
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:13.55
日本記録　  1:17.93

田尻ちづる 守山区   1:51.825/ 3 ＊手動4

秋山  直美 一宮市   1:52.544/ 75

吉田れい子 知多郡   1:58.544/ 16

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:08.11
日本記録　  1:13.51

奥田  律子 豊田市   1:24.886/ 61

武内  雅子 豊田市   1:39.835/ 42

山崎  恵子 豊田市   1:39.875/ 53

近藤  和枝 蒲郡市   1:47.985/ 64

黒柳美保子 西尾市   2:10.575/ 85

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:07.06
日本記録　  1:12.28

山本  昌子 岐阜県   1:33.716/ 21

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:06.04
日本記録　  1:11.18

戸田美代子 知多郡   1:34.306/ 11

比嘉りつ子 東海市   2:28.836/ 82

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.3 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:02.83
日本記録　  1:04.40

池田  美保 春日井市   1:13.986/ 41

戸松  夕紀 愛知郡   1:28.016/ 52

清水  妙子 西区   1:29.796/ 33

山本真樹子 大府市   1:41.476/ 74

出力日時： 6月6日 11:33
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:26.97
日本記録　  1:26.97

田中    亮 熱田区   4:08.521/ 21

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:20.98
日本記録　  1:22.05

山下  春一 知多郡   2:14.431/ 31

谷    俊夫 緑区   2:23.291/ 62

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:16.64
日本記録　  1:20.93

日比野寿男 緑区   1:37.221/ 41

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:11.32
日本記録　  1:18.71

神谷    誠 刈谷市   1:38.982/ 51

鈴木  康夫 緑区   1:57.822/ 22

小林    孟 中川区   2:10.132/ 73

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:08.77
日本記録　  1:17.29

田村    務 守山区   1:25.563/ 41

村田  和夫 中村区   1:26.133/ 52

中野  信夫 豊田市   1:35.363/ 23

村橋  幹夫 一宮市   1:45.032/ 34

鈴村  和年 一宮市   1:46.162/ 65

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:06.14
日本記録　  1:11.43

鈴木  清隆 千種区   1:24.314/ 41

鵜飼  吉郎 岡崎市   1:28.443/ 32

楠本  真人 北区   1:33.093/ 63

宮野  邦久 豊橋市   1:34.943/ 84

山本  正明 中村区   1:38.083/ 15

松岡    均 中川区   1:40.923/ 76

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:02.93
日本記録　  1:10.44

江本  省次 西尾市   1:21.115/ 71

加藤    肇 北区   1:23.765/ 12

慈幸  弘樹 半田市   1:24.374/ 53

上條  俊明 稲沢市   1:28.534/ 34

井田  哲郎 豊田市   1:30.044/ 25

大嶋  伸治 三重県   1:31.935/ 26

水野    守 中区   1:37.394/ 17

江口    淳 南区   1:39.384/ 78

出力日時： 6月6日 11:47
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:02.93
日本記録　  1:10.44

古井  佳雄 緑区   1:52.494/ 89

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:00.13
日本記録　  1:03.19

田村    忠 刈谷市   1:10.275/ 41

吉田  竜二 岐阜県   1:13.015/ 52

発知  良介 岡崎市   1:16.525/ 33

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    59.08
日本記録　  1:02.49

黒田  研二 三重県   1:09.096/ 31

伊丹  尚明 岡崎市   1:16.445/ 62

兵藤  新一 南区   1:39.195/ 83

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    59.18
日本記録　    59.50

山本  達也 三重県   1:09.176/ 71

柴田  浩史 一宮市   1:11.306/ 22

山下  正芳 三重県   1:12.116/ 63

松山    敏 一宮市   1:36.086/ 84

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.4 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    57.24
日本記録　    58.74

花岡  夢追 愛知郡   1:03.716/ 41

上森  広志 安城市   1:20.036/ 12

出力日時： 6月6日 11:47
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  2:01.21
日本記録　  2:10.31

後藤みち子 大府市   4:23.961/ 71

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:37.72
日本記録　  1:37.72

水野  蓉子 犬山市   1:55.471/ 41

安井  智子 江南市   2:12.341/ 32

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:33.69
日本記録　  1:37.06

須藤  勝子 春日井市   1:53.122/ 51

柳澤  洋子 春日井市   2:01.212/ 72

冨田千寿子 千種区   2:04.142/ 33

蔵冶  花子 瀬戸市   2:09.331/ 54

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:27.64
日本記録　  1:30.97

服部ふじ子 岐阜県   1:49.123/ 41

石神  礼子 天白区   1:51.653/ 52

大崎富貴子 清須市   1:51.802/ 43

神谷寿美子 刈谷市   1:53.723/ 34

渥美  明子 天白区   2:05.022/ 25

仙石  勝枝 岡崎市   2:08.042/ 66

小林  安枝 中川区   2:09.502/ 17

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:25.19
日本記録　  1:31.58

亀井  勝代 豊田市   1:47.114/ 41

後藤たね子 稲沢市   1:51.333/ 22

佐野  資子 東海市   1:54.363/ 63

熊谷  泰子 刈谷市   1:56.553/ 74

大向  節子 名東区   2:00.293/ 15

長谷川タツエ 緑区   2:05.863/ 86

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:19.91
日本記録　  1:27.49

古沢  京子 西区   1:42.495/ 41

杉浦八重子 蒲郡市   1:43.275/ 52

伏屋  嘉美 日進市   1:51.754/ 53

後藤  優子 愛知郡   1:55.324/ 64

安江  松美 南区   1:55.624/ 35

内山  満子 春日井市   2:02.374/ 76

武田  禎子 千種区   2:06.044/ 27

児玉  文恵 海部郡   2:08.784/ 88

出力日時： 6月6日 12:08
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:15.65
日本記録　  1:24.09

坪井  三春 中村区   1:32.106/ 41

加藤  宏美 尾張旭市   1:40.536/ 62

岡田亜矢子 日進市   1:41.236/ 33

緒方  幸代 千種区   1:41.986/ 54

横山  智世 一宮市   1:42.606/ 25

永井  真理 安城市   1:44.885/ 16

則武  千景 海部郡   1:49.365/ 67

森    文子 岐阜県   1:51.645/ 38

大山  京子 豊田市   1:53.835/ 79

高野  富子 静岡県   1:56.305/ 210

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:13.78
日本記録　  1:19.66

福王寺千佳 北区   1:46.096/ 71

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:13.81
日本記録　  1:19.33

高倉  諭香 名東区   1:30.227/ 31

小島  直子 知多郡   1:32.777/ 62

大橋美代子 北区   1:46.646/ 83

森    エミ 西区   1:49.887/ 14

加藤  珠樹 天白区   2:02.597/ 85

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.5 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:10.10
日本記録　  1:10.10

川村  有香 名東区   1:30.717/ 51

清水  妙子 西区   1:42.437/ 22

木下  千鶴 蒲郡市   1:42.647/ 73

出力日時： 6月6日 12:08
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:41.02
日本記録　  1:41.02

渡部    実 小牧市   2:03.611/ 71

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:31.90
日本記録　  1:31.90

浅倉  靖雄 安城市   1:41.591/ 41

成瀬  岩男 東京都   1:43.231/ 52

山田  哲夫 港区   1:53.471/ 33

加藤  千蔵 瀬戸市   2:02.221/ 24

櫛田  諄造 南区   2:24.331/ 15

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:24.71
日本記録　  1:26.41

河村  英二 北名古屋市   1:41.252/ 51

伊藤英一郎 岐阜県   1:42.722/ 32

鷲田  理雄 豊川市   1:56.842/ 83

鈴木  將夫 名東区   2:03.012/ 14

花田  晃弘 名東区   2:05.682/ 25

安田  哲雄 知多市   2:16.861/ 66

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:18.11
日本記録　  1:21.25

浅井  達男 西区   1:30.093/ 41

矢野  憲通 知多郡   1:45.012/ 72

阪本富士勇 中区   1:47.362/ 63

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:15.42
日本記録　  1:19.40

相澤  修一 緑区   1:30.863/ 51

青山    実 一宮市   1:31.493/ 32

斉藤小弥太 尾張旭市   1:40.513/ 63

新井  廣実 額田郡   1:41.403/ 24

岩岡    貢 中村区   1:52.493/ 75

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:11.13
日本記録　  1:15.45

西脇    巧 名東区   1:25.084/ 41

杉浦  秀夫 安城市   1:31.484/ 52

岩井    勝 中川区   1:32.804/ 73

堀内  敏昭 南区   1:33.164/ 34

山田  芳一 岐阜県   1:38.174/ 25

飯沼  武廣 尾張旭市   1:44.144/ 16

河井  則夫 蒲郡市   1:49.474/ 87

小田  昌宏 中川区   1:58.385/ 88

天野    隆 知多郡   2:32.173/ 19

出力日時： 6月6日 12:31
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:09.36
日本記録　  1:14.48

福田  信彦 海部郡   1:23.936/ 41

三宅  嘉昌 瀬戸市   1:27.836/ 52

小林  浩充 豊橋市   1:32.695/ 53

萩原  一彦 知多市   1:32.815/ 34

伊藤    登 天白区   1:36.765/ 45

早川  篤司 西区   1:36.905/ 66

佐々木利哉 半田市   1:41.225/ 27

中島  政志 守山区   1:41.495/ 78

高瀬  喜久 熱田区   1:45.925/ 19

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:07.38
日本記録　  1:10.34

高薮  達朗 港区   1:19.277/ 51

白川  俊光 西尾市   1:20.237/ 42

工藤  城治 額田郡   1:23.937/ 63

澤    聖健 知立市   1:26.897/ 34

今井  裕幸 刈谷市   1:28.517/ 25

河原  和彦 碧南市   1:29.596/ 66

松浦    勉 南区   1:31.046/ 87

村田  達也 蒲郡市   1:31.186/ 38

長谷川勝利 春日井市   1:32.406/ 19

遠藤  久雄 豊田市   1:33.536/ 210

山田  守彦 春日井市   1:40.306/ 711

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:05.93
日本記録　  1:06.16

稲垣  吉樹 安城市   1:22.558/ 41

細川  貴章 西区   1:30.278/ 12

村上    剛 半田市   1:30.338/ 33

大曽根高史 一宮市   1:31.957/ 74

村上  淳一 守山区   1:32.598/ 75

新海    直 瑞穂区   1:43.887/ 16

佐藤  大介 知多市   1:47.727/ 87

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:04.73
日本記録　  1:07.61

久米  康一 額田郡   1:14.959/ 51

石塚  伸一 瀬戸市   1:18.699/ 32

鳴海  博之 一宮市   1:21.759/ 63

西尾  貴士 刈谷市   1:29.0110/ 14

小島    徹 緑区   1:30.439/ 25

大桒  英雄 岡崎市   1:31.379/ 16

加藤  晴久 岡崎市   1:44.389/ 47

五十嵐秀樹 千種区   1:57.7310/ 88

出力日時： 6月6日 12:31



3 / 3

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.6 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:04.40
日本記録　  1:04.53

小田  真也 蒲郡市   1:21.5610/ 41

北村以知郎 岐阜県   1:22.5510/ 52

山田  大介 千種区   1:27.5810/ 73

永井    亨 春日井市   1:29.2010/ 64

松尾  哲二 豊田市   1:30.0810/ 25

秋廣  武志 千葉県   1:31.6810/ 36

出力日時： 6月6日 12:31



1 / 1

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:34.51
日本記録　  1:34.51

太田  聖子 千種区   2:13.521/ 51

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:17.34
日本記録　  1:27.05

小林すみ子 名東区   1:34.372/ 41

河村芙美子 豊明市   1:52.221/ 42

久保田あや子 豊川市   2:08.621/ 33

山田  和美 豊田市   2:42.021/ 24

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:09.47
日本記録　  1:22.78

佐伯  悦子 緑区   1:45.302/ 51

鈴木八重子 豊橋市   1:52.762/ 62

手嶋智恵子 西尾市   2:03.782/ 23

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:07.81
日本記録　  1:12.17

杉浦八重子 蒲郡市   1:43.452/ 31

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:05.69
日本記録　  1:07.62

橋本  雅子 日進市   1:30.223/ 21

野村  章子 岡崎市   1:48.443/ 82

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:03.36
日本記録　  1:09.28

服部  美砂 江南市   1:17.313/ 51

青木  律子 豊明市   1:24.043/ 32

武田恵美子 天白区   1:27.913/ 63

宮崎  浩子 豊田市   1:47.193/ 14

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.7 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    58.81
日本記録　  1:01.79

小倉  洋子 岡崎市   1:16.423/ 41

杉浦    希 尾張旭市   1:44.863/ 72

出力日時： 6月6日 12:38



1 / 2

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:26.04
日本記録　  1:26.04

佐藤    軒 中村区   1:44.651/ 31

後藤  忠久 三重県   3:48.261/ 82

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:17.32
日本記録　  1:20.61

野末    進 北区   2:25.801/ 71

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:08.05
日本記録　  1:12.93

大崎  健治 清須市   1:33.181/ 51

田代  武夫 豊川市   2:12.201/ 12

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　  1:01.05
日本記録　  1:05.16

青木  博行 西区   1:13.152/ 41

東原  英明 緑区   1:40.892/ 52

佐藤    守 愛西市   1:47.511/ 23

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    57.23
日本記録　  1:04.91

鬼頭  功夫 春日井市   1:40.802/ 71

寺木  忠利 中川区   1:42.672/ 12

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    56.85
日本記録　  1:02.09

大野  充洋 西区   1:25.672/ 61

石川  祥啓 北区   1:27.652/ 32

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    56.43
日本記録　    59.02

新指  招徳 西区   1:25.733/ 71

岩田  剛二 中村区   1:31.222/ 22

牛田    茂 一宮市   1:58.032/ 83

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    55.84
日本記録　    55.84

古根  大真 天白区   1:07.353/ 31

高田  恭成 名東区   1:18.183/ 62

小柳津  健 豊橋市   1:37.903/ 13

戸田  哲也 知多郡   1:39.103/ 84

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    54.98
日本記録　    55.39

出力日時： 6月6日 12:47



2 / 2

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.8 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    54.98
日本記録　    55.39

松下  雅樹 港区   1:06.783/ 51

安井  邦洋 豊橋市   1:15.073/ 22

出力日時： 6月6日 12:47
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.64
日本記録　    41.31

伊藤  京子 南区     51.831/ 41

鈴木  淑子 静岡県   1:01.491/ 62

杉本美代子 南区   1:06.541/ 53

津坂  政子 名東区   1:07.551/ 34

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    34.85
日本記録　    39.85

久留島睦子 千種区     43.952/ 51

重村  千尋 岡崎市     44.462/ 32

伊藤  順子 守山区     47.382/ 43

伊藤  佳江 尾張旭市     52.872/ 64

北村実智子 名東区   1:03.312/ 25

犬塚  良子 緑区   1:05.772/ 16

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.61
日本記録　    33.61

長谷川昌子 西区     41.113/ 31

津田日出子 守山区     42.863/ 52

吉崎  節子 江南市     47.373/ 63

黒柳  光子 春日井市     55.383/ 74

橋本  信枝 千種区     56.232/ 75

谷    郁子 緑区   1:04.393/ 16

石原不二子 守山区  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ3/ 4   

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.52
日本記録　    33.47

野田  敏枝 守山区     35.085/ 41

稲美  孝子 豊田市     40.005/ 52

佐藤  雅子 守山区     41.495/ 73

亀川  政子 緑区     42.485/ 64

榊原サトエ 小牧市     42.874/ 45

伊藤  圭恵 中川区     43.355/ 26

澤田サナエ 刈谷市     45.285/ 87

斎藤  月子 稲沢市     45.794/ 28

山本  恵子 千種区     47.774/ 19

鈴木  智子 瀬戸市     50.674/ 710

青山  晴恵 江南市     51.494/ 611

藤田  道代 中川区     55.864/ 812

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.55
日本記録　    31.84

海藤真里子 守山区     36.057/ 41

高木  和子 守山区     36.087/ 52

鈴木もとみ 春日井市     40.297/ 83

出力日時： 6月6日 13:54



2 / 4

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.55
日本記録　    31.84

仙石  勝枝 岡崎市     41.827/ 14

柴田佐和子 安城市     42.137/ 65

前田  幸子 豊橋市     42.407/ 26

松原  敬子 守山区     43.997/ 77

久保田進子 日進市     44.038/ 58

野村  保子 中村区     45.078/ 49

髙木  好美 中川区     49.096/ 510

作野  洋子 名東区     52.686/ 311

松尾  節子 尾張旭市     53.246/ 612

横地壽満子 名東区     54.866/ 713

安藤加代子 中川区     58.986/ 214

村瀬  博子 北区   1:01.466/ 115

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.69
日本記録　    30.74

佐伯  悦子 緑区     34.3110/ 41

三浦  晴子 春日井市     34.7310/ 52

斉藤  順子 三重県     35.7110/ 23

川瀬みどり 丹羽郡     36.0710/ 34

白井  順子 豊橋市     36.5510/ 75

菅沼  政子 守山区     36.9510/ 66

七原  清江 豊橋市     37.639/ 37

足立  好美 豊田市     37.6810/ 18

佐藤  孝子 刈谷市     38.5910/ 89

日比  悦子 岐阜県     40.509/ 410

角谷  薫代 中区     40.859/ 611

永井  広子 天白区     41.1111/ 312

増田  智子 北区     41.899/ 713

杉山  久子 岡崎市     43.289/ 114

平田  節子 岐阜県     43.999/ 815

河野すみ枝 北区     48.218/ 116

枝    淑子 江南市     50.708/ 717

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.22
日本記録　    30.69

徳野久美子 千種区     31.8214/ 41

千田  澄江 常滑市     33.7714/ 32

青柳  智子 豊川市     34.4913/ 43

松島  玲子 緑区     34.6014/ 24

野村  佳子 刈谷市     35.0914/ 65

矢田  恭子 東海市     35.2713/ 36

林  ひとみ 岐阜県     35.5914/ 77

吉田まゆみ 半田市     36.4311/ 48

川浦  孝子 守山区     36.7213/ 59

水野  且子 稲沢市     37.0414/ 810
出力日時： 6月6日 13:54



3 / 4

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.22
日本記録　    30.69

青山  典子 春日井市     37.1213/ 611

松村  三保 昭和区     37.9013/ 212

成瀬  弘美 東海市     38.1313/ 713

福田  紀文 海部郡     38.1613/ 114

岩崎八重子 岐阜県     38.2013/ 815

田尻ちづる 守山区     39.2711/ 516

小田  明代 蒲郡市     40.0912/ 317

新木  玲子 天白区     41.0512/ 618

安江  松美 南区     41.0912/ 519

島田  彩子 岡崎市     41.1512/ 820

古田  麻里 岐阜県     42.0012/ 221

加藤  友子 天白区     45.5911/ 622

村井  純子 中川区     46.4711/ 123

鈴木恵津子 春日井市     48.7411/ 724

大野  彰子 西区     49.4811/ 825

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.44
日本記録　    29.14

徳永  千晴 蒲郡市     31.3515/ 41

宮田  恭子 緑区     35.9315/ 52

町野まゆみ 守山区     37.6215/ 33

伊藤美由貴 緑区     38.2515/ 24

山田  里美 守山区     38.3015/ 65

小林  理恵 豊橋市     39.2415/ 86

大城裕美子 稲沢市     39.6915/ 77

渡辺  悦代 北区     40.6415/ 18

村上  玲子 名東区     47.9616/ 89

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    26.56
日本記録　    26.95

原田りえか 知多郡     29.0617/ 41

青山    香 名東区     32.9517/ 32

佐々木玲子 豊田市     35.3017/ 63

中河  紀子 瑞穂区     35.7617/ 24

小林美保子 岡崎市     35.7916/ 45

西村  純江 豊田市     37.4517/ 76

沢井  亜弓 千種区     37.8216/ 57

辻    たき 守山区     38.6916/ 68

廣澤由里子 知多郡     39.2516/ 19

山口みゆき 名東区     42.7316/ 710

太田  久江 半田市     53.2716/ 211

伊藤  康子 瀬戸市  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ16/ 3   

出力日時： 6月6日 13:54



4 / 4

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.98
日本記録　    27.37

牧野  理恵 蒲郡市     31.6918/ 51

平野しのぶ 名東区     39.1017/ 82

竹上裕美子 南区     39.4718/ 83

浅井  泰子 南区     40.6918/ 24

篠崎  広実 昭和区     41.4718/ 15

加藤  未希 中川区     50.1317/ 16

伊西口智恵 知多郡     53.6119/ 87

渡辺  乙実 蒲郡市  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ18/ 6   

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.9 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.74
日本記録　    27.02

木村  亜美 守山区     32.3519/ 51

小倉  洋子 岡崎市     32.6819/ 42

榎本加奈子 北区     32.7519/ 33

加藤  志保 瀬戸市     37.7619/ 64

出力日時： 6月6日 13:54
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.73
日本記録　    33.12

三輪  和彌 昭和区     41.581/ 41

堀場  龍雄 一宮市     42.791/ 32

加茂  春雄 北区     45.691/ 53

花井  康一 西区     53.641/ 74

若林    茂 北区     53.721/ 25

日比  誠七 尾張旭市     54.721/ 66

服部    勇 南区   1:17.451/ 17

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.28
日本記録　    30.63

早川  春雄 岐阜県     37.912/ 41

西尾  長一 中川区     43.962/ 52

國吉  孔孝 安城市     44.292/ 33

黒田  一生 中村区     44.672/ 24

江原  春夫 天白区     44.772/ 65

谷    俊夫 緑区     52.982/ 16

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.53
日本記録　    29.44

長縄  力雄 春日井市     32.973/ 41

水谷  泰二 北区     33.423/ 32

鍋嶋  邦正 守山区     34.943/ 63

服部    等 港区     35.104/ 54

永田  勝二 南区     35.273/ 25

三戸  久之 中川区     37.383/ 76

安藤    至 一宮市     37.853/ 17

西森  靖彦 北区     37.984/ 48

清水  正清 昭和区     41.963/ 89

湯口    秀 額田郡     42.494/ 310

稲田  正二 南区     43.194/ 111

齋藤    忠 刈谷市     55.124/ 712

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.15
日本記録　    28.58

竹下  龍彦 岐阜県     31.265/ 51

伊藤  春男 江南市     33.565/ 32

河原    裕 日進市     33.635/ 63

田中  正紀 瑞穂区     34.925/ 44

尾崎  枡男 岡崎市     36.175/ 85

成瀬  武弘 豊田市     36.695/ 26

藤田  義雄 緑区     36.935/ 17

木屋喜代冶 中川区     38.116/ 78

髙木  茂雄 一宮市     40.116/ 69

間瀬    修 東海市     41.606/ 310

出力日時： 6月6日 14:25



2 / 6

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.15
日本記録　    28.58

金子  勝彦 中区     42.016/ 511

足立  和男 岡崎市     42.156/ 412

麦谷  一紀 瑞穂区     43.625/ 713

大南  捷治 蒲郡市     44.354/ 614

谷    新治 岐阜県     45.874/ 215

松原  一郎 岡崎市     47.046/ 216

村松  保典 知多郡     50.834/ 817

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.23
日本記録　    27.13

浅野  重雄 豊田市     29.027/ 41

田上  一夫 岐阜県     31.287/ 62

田村    務 守山区     31.517/ 33

川合  康雄 緑区     34.857/ 74

東    重幸 安城市     35.977/ 85

南出    武 瀬戸市     36.347/ 26

桑路  輝一 西区     39.308/ 67

鶴田  重實 守山区     39.998/ 48

中村  富夫 北名古屋市     42.158/ 29

天野    勉 瑞穂区     42.918/ 710

大沼  敏夫 港区     47.436/ 111

鬼頭  京一 北区     48.056/ 812

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.01
日本記録　    26.84

飯田    彰 南区     27.0010/ 41

久原  正義 千種区     29.2310/ 52

松尾  宗一 高浜市     29.8910/ 33

菅沼  秀博 岡崎市     31.799/ 64

林      悟 岐阜県     32.2110/ 65

山田  芳一 岐阜県     32.6310/ 26

川島  正人 一宮市     32.669/ 17

伊藤  隆康 豊橋市     33.539/ 48

上松  裕典 岐阜県     33.5410/ 79

伊藤  義政 三重県     33.9410/ 110

山西  静雄 岐阜県     34.5610/ 811

加賀    浩 春日井市     34.899/ 512

岩井    勝 中川区     35.749/ 713

佐藤    守 愛西市     36.049/ 814

原田  倍見 豊田市     36.3311/ 415

大石  良次 碧南市     37.888/ 516

青木  吉男 尾張旭市     38.2711/ 317

田中    博 岐阜県     38.339/ 318

服部  國夫 守山区     38.6611/ 219

福島  英文 三重県     38.9611/ 620
出力日時： 6月6日 14:25
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.01
日本記録　    26.84

橋本由太郎 名東区     38.978/ 321

渥美  宗久 愛西市     44.908/ 822

鈴木  章夫 大府市     45.548/ 123

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.08
日本記録　    24.08

勝又  久幸 尾張旭市     27.1915/ 41

浅野  豊志 緑区     28.3415/ 52

林  茂登司 岡崎市     28.9515/ 33

平    光雄 天白区     30.3615/ 24

笠島  紀夫 三重県     31.1215/ 65

井澤  公司 岐阜県     31.7415/ 86

水野  裕之 昭和区     31.8114/ 77

山本  勝美 中村区     31.9214/ 48

平岡  紀恭 北名古屋市     32.1914/ 59

大嶋  元三 西区     32.3412/ 210

百石    悟 知多郡     33.1514/ 311

水野    守 中区     33.3314/ 612

上條  俊明 稲沢市     33.3814/ 213

高橋    靖 岐阜県     33.7614/ 114

浜口  佐利 南区     34.3213/ 115

狩野  芳光 千種区     34.3615/ 116

松井  幸生 蒲郡市     34.6013/ 517

北沢  宗一 名東区     34.8913/ 418

神野  一秀 港区     35.1912/ 619

武田    清 中村区     35.3113/ 820

小池    穣 一宮市     36.0213/ 221

杉浦  高之 碧南市     36.4313/ 322

髙木  一徳 名東区     37.3913/ 723

北之迫昌稔 岡崎市     37.4112/ 524

吉田    宏 千種区     37.4713/ 625

谷川    治 常滑市     38.9212/ 326

河野    弘 一宮市     39.1912/ 427

夏目    茂 豊橋市     39.3412/ 728

小嶋  嘉豊 春日井市     43.6912/ 829

高田    明 南区     46.0711/ 730

服部  達郎 瑞穂区     50.9411/ 131

栗林  一昭 北区  ﾌｫﾙｽｽﾀｰﾄ15/ 7   

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.26
日本記録　    24.26

伊藤  和宏 岐阜県     26.3519/ 41

別府  史朗 西区     29.4719/ 52

大森  貴夫 岡崎市     29.5119/ 73

冨山    徹 昭和区     29.7319/ 34
出力日時： 6月6日 14:25
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.26
日本記録　    24.26

松谷  哲也 稲沢市     30.0018/ 55

坂野  仁一 緑区     30.3219/ 26

大野  充洋 西区     30.3819/ 67

安藤  宏通 蒲郡市     30.4019/ 88

立松  正行 岐阜県     30.4718/ 49

片浦  誠司 西区     30.5018/ 310

深山    実 千種区     30.7717/ 511

戸松  幸義 天白区     31.2517/ 112

加藤  雅昭 豊明市     31.5418/ 613

梁川  文武 豊田市     31.7116/ 714

樟    哲朗 名東区     32.0317/ 415

福家  博行 豊田市     32.1417/ 316

間宮  英夫 岐阜県     32.8216/ 217

塚本  隆保 一宮市     32.9118/ 218

田中  重雄 千種区     33.0218/ 719

伊藤  和芳 西区     33.2718/ 120

石田  康幸 中川区     33.2817/ 621

近藤  智和 三重県     33.6217/ 222

小笠原章人 名東区     33.6218/ 822

佐藤  由人 岐阜県     35.0217/ 824

浜田  信孝 東区     35.3417/ 725

山本  敦生 瑞穂区     35.3616/ 326

高阪  文雄 中村区     36.3520/ 427

松山  澄久 天白区     36.5216/ 528

杉浦    明 西尾市     36.6516/ 429

平岩  武志 岡崎市     37.0820/ 330

木下  秀人 幡豆郡     37.7720/ 531

西尾  昭吾 守山区     37.9716/ 132

浅野文次郎 昭和区     38.2420/ 233

寺野  峰雄 港区     41.1620/ 634

茶畑  秀人 中区     45.9220/ 735

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    23.86
日本記録　    24.25

柄沢  高広 春日井市     26.4924/ 41

井上  聡史 三重県     28.1224/ 52

木村    治 安城市     28.1724/ 33

倉田    修 港区     28.4524/ 14

水野  慎士 瑞穂区     28.5023/ 65

田代  慎一 岐阜県     28.5524/ 66

松澤  宏一 天白区     28.6223/ 17

林    克彦 昭和区     28.8624/ 28

門脇  元晴 大府市     29.1524/ 79

西井    剛 港区     29.3323/ 510

青木  伸司 三重県     29.4123/ 411

出力日時： 6月6日 14:25



5 / 6

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    23.86
日本記録　    24.25

鹿嶋  英一 緑区     29.7823/ 312

木下  佳典 豊橋市     29.9423/ 213

玉越  充員 昭和区     30.0623/ 714

前野  貴久 大府市     31.2424/ 815

小塚    満 一宮市     31.6422/ 316

福王寺一郎 北区     31.6422/ 616

阿部  一夫 名東区     32.8721/ 518

今富  康夫 みよし市     33.1321/ 219

馬渕  達也 岐阜県     33.2022/ 420

近藤  秀夫 岐阜県     33.5222/ 221

小田  晃央 知多市     34.5422/ 522

田中  伸和 北区     34.5821/ 723

山口  健児 港区     34.8522/ 724

中原    修 天白区     34.9021/ 425

服部  義和 愛知郡     35.0222/ 826

長久  善郎 半田市     35.9321/ 127

鈴木    亮 西区     36.0025/ 328

宮川  信善 千種区     36.3525/ 529

大濱    徹 東海市     36.7221/ 830

安田  達郎 安城市     37.0022/ 131

土屋  浩一 北区     39.6525/ 432

服部  哲明 中川区     40.8425/ 833

佐藤  大介 知多市     41.7221/ 634

村雲  健志 名東区     44.9220/ 835

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    22.76
日本記録　    23.20

新井  久司 一宮市     25.9629/ 41

石渡    慎 刈谷市     26.9529/ 72

杉田  敦俊 額田郡     27.0129/ 63

山下  正芳 三重県     27.9929/ 34

松原  浩司 三重県     28.1129/ 25

倉冨  真一 岐阜県     28.2329/ 86

木野村敏夫 大府市     28.6228/ 77

大渕  一弘 刈谷市     28.9229/ 18

岡本  康敬 三重県     29.2928/ 59

安井  直輝 中川区     29.7228/ 210

長屋  則男 中村区     29.7328/ 611

牧村    裕 大阪府     29.9128/ 312

大北  真也 瑞穂区     30.0727/ 313

中島  有助 日進市     30.0927/ 514

安原  正芳 刈谷市     30.4628/ 115

安藤  大吾 瀬戸市     30.7027/ 416

鈴木  大貴 高浜市     31.1626/ 417

井原  信司 中川区     31.9727/ 618

出力日時： 6月6日 14:25
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    22.76
日本記録　    23.20

今屋  和彦 海部郡     32.0626/ 119

井内    修 瑞穂区     32.4227/ 820

勝井  健一 西区     33.2630/ 321

西尾  貴士 刈谷市     33.3626/ 322

加藤  春康 愛知郡     33.4025/ 723

桜井  和史 一宮市     33.9227/ 124

宮地  克宜 瑞穂区     35.3326/ 625

塚原    守 緑区     35.9525/ 626

高浪  史人 東区     37.1025/ 227

小玉  篤史 中川区     38.1726/ 728

松原  啓泰 豊田市     39.8230/ 229

志村  慶介 名東区     40.8830/ 630

近藤  厚宏 中区     41.5925/ 131

本田    亮 緑区     41.9730/ 832

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.10 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    22.53
日本記録　    23.45

大場  徹也 春日井市     25.5032/ 51

宮崎    学 岐阜県     25.9832/ 42

村尾  泰秀 豊橋市     27.7532/ 33

筒井  正和 北区     28.0032/ 14

白井  尋也 知立市     28.3032/ 65

篠崎    勉 昭和区     28.8332/ 76

髙橋  正徳 東区     29.4331/ 47

橋本    学 北区     29.4831/ 58

後藤  隆徳 岐阜県     29.7232/ 29

内田  宇宣 南区     29.9632/ 810

日比  俊行 春日井市     31.7031/ 811

滝    泰一 港区     31.7831/ 312

舟橋  洋祐 春日井市     31.8231/ 613

菅野  修平 千種区     33.1031/ 214

片山  英史 安城市     33.8831/ 115

後藤    守 額田郡     36.9730/ 516

落    俊暢 尾張旭市     38.7630/ 717

出力日時： 6月6日 14:25
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    46.39
日本記録　    50.68

木下  節子 東区   1:08.631/ 31

古井恵美子 南区   1:10.421/ 52

津坂  政子 名東区   1:32.821/ 63

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    43.93
日本記録　    48.11

青木  絢子 緑区     55.012/ 41

伊奈タキ子 常滑市     55.662/ 32

堀    雅子 北名古屋市   1:00.022/ 63

大脇美恵子 江南市   1:03.142/ 24

伊藤  佳江 尾張旭市   1:03.162/ 55

北村実智子 名東区   1:23.682/ 76

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    41.10
日本記録　    41.38

加藤  房子 瀬戸市     47.413/ 51

大林  裕子 緑区     48.393/ 42

吉崎  節子 江南市     57.563/ 63

黒柳  光子 春日井市   1:11.483/ 24

橋本  信枝 千種区   1:23.093/ 85

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    37.54
日本記録　    37.54

広田  玲子 天白区     48.394/ 51

神野由紀子 東海市     49.684/ 42

川崎  紀子 岡崎市     53.224/ 33

山下みつえ 安城市     53.404/ 24

内田  照子 安城市     53.704/ 65

澤田サナエ 刈谷市     56.673/ 36

藤田  道代 中川区   1:15.283/ 77

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    35.79
日本記録　    36.61

三浦    泉 日進市     42.445/ 41

伊藤  恵子 緑区     48.415/ 52

棚橋  昌子 岐阜県     53.425/ 63

伊藤ちづ子 江南市     54.295/ 74

松原  敬子 守山区     54.695/ 25

堀内  一美 守山区     54.865/ 36

大羽三枝美 愛知郡   1:02.334/ 17

安江加代子 北区   1:08.154/ 88

作野  洋子 名東区   1:09.795/ 89

出力日時： 6月6日 14:40
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.90
日本記録　    36.08

新美たつ代 南区     44.056/ 41

大嶋  美鈴 岐阜県     44.836/ 52

豊島  和世 守山区     47.096/ 63

松村ひと絵 千種区     48.446/ 34

松本  良順 清須市   1:00.305/ 15

近藤  信子 緑区   1:01.016/ 86

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.87
日本記録　    34.49

秋山  直美 一宮市     48.737/ 41

野村由美子 緑区     48.757/ 62

島田  彩子 岡崎市     49.007/ 13

小田  明代 蒲郡市     50.036/ 74

岩崎八重子 岐阜県     50.557/ 35

鈴木寿ミ子 天白区     51.497/ 56

後藤  優子 愛知郡     51.727/ 77

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    31.71
日本記録　    32.08

奥田  律子 豊田市     37.208/ 41

安藤  悦子 春日井市     41.758/ 52

垣見  栄利 岐阜県     43.398/ 63

道家  昌代 緑区     43.808/ 34

近藤  和枝 蒲郡市     46.718/ 75

永井  真理 安城市     47.697/ 86

宮本  伸子 南区     48.518/ 87

池田まゆみ 豊明市     50.107/ 28

佐藤  正恵 名東区     50.218/ 19

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    31.49
日本記録　    31.69

西津菜穂子 守山区     37.539/ 31

山本  昌子 岐阜県     42.139/ 72

藤田  幸恵 中川区     44.598/ 23

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.40
日本記録　    32.35

長屋  恵子 中村区     35.709/ 51

佐藤  洋子 緑区     38.669/ 62

大島  千賀 岡崎市     40.359/ 13

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.95
日本記録　    28.95

池田  美保 春日井市     33.589/ 41

出力日時： 6月6日 14:40



3 / 3

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.11 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.95
日本記録　    28.95

戸松  夕紀 愛知郡     40.769/ 22

出力日時： 6月6日 14:40



1 / 2

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.41
日本記録　    38.41

三輪  和彌 昭和区     59.341/ 21

堀場  龍雄 一宮市   1:01.311/ 32

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    36.14
日本記録　    36.38

早川  春雄 岐阜県     46.131/ 41

磯和  宏彦 緑区     53.051/ 52

山下  春一 知多郡     55.061/ 63

岩田  侓彦 中村区     59.851/ 14

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    35.31
日本記録　    35.83

日比野寿男 緑区     42.512/ 41

山田    勝 中川区     54.362/ 22

安藤    至 一宮市     56.902/ 63

浅井  昌治 北名古屋市   1:13.082/ 84

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.19
日本記録　    34.90

神谷    誠 刈谷市     44.083/ 11

田中  正紀 瑞穂区     46.923/ 62

鈴木  康夫 緑区     50.322/ 33

麦谷  一紀 瑞穂区     59.172/ 54

小林    孟 中川区   1:00.592/ 15

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    31.46
日本記録　    34.36

村田  和夫 中村区     37.814/ 41

加藤  利夫 瑞穂区     38.874/ 52

中野  信夫 豊田市     40.763/ 53

山下  秀幸 三重県     41.893/ 34

宮台  武彦 千種区     43.483/ 25

村橋  幹夫 一宮市     44.953/ 86

斉藤礼三郎 瀬戸市     46.583/ 77

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.09
日本記録　    31.90

飯田    彰 南区     35.135/ 41

鈴木  清隆 千種区     36.255/ 52

伊藤  博康 守山区     39.025/ 63

楠本  真人 北区     41.325/ 74

松岡    均 中川区     42.555/ 85

山本  正明 中村区     44.434/ 26

柿原  克文 海部郡     46.724/ 17

出力日時： 6月6日 14:50



2 / 2

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.09
日本記録　    31.90

原田  倍見 豊田市     47.154/ 38

近藤  潤平 天白区     50.814/ 89

富    一美 知多郡     52.225/ 110

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    29.43
日本記録　    31.64

江本  省次 西尾市     36.756/ 51

加藤    肇 北区     37.676/ 32

花井  俊一 港区     38.065/ 33

大嶋  伸治 三重県     38.196/ 44

井田  哲郎 豊田市     40.845/ 25

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.05
日本記録　    29.72

牧野    靖 岡崎市     31.107/ 41

田村    忠 刈谷市     33.057/ 32

吉田  竜二 岐阜県     33.097/ 53

発知  良介 岡崎市     35.187/ 74

丹羽  伸之 中区     40.676/ 25

間宮  英夫 岐阜県     40.956/ 16

山本  敦生 瑞穂区     43.646/ 67

中西  保紀 刈谷市     44.556/ 78

木下  秀人 幡豆郡     59.686/ 89

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.47
日本記録　    28.77

黒田  研二 三重県     31.898/ 21

松下    徹 三重県     33.757/ 62

伊丹  尚明 岡崎市     34.007/ 23

大曽根高史 一宮市     41.447/ 14

中原    修 天白区     47.997/ 85

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.03
日本記録　    27.21

柴田  浩史 一宮市     30.478/ 31

後藤  充彦 大府市     31.048/ 52

時吉    努 岡崎市     38.468/ 73

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.12 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    26.64
日本記録　    27.26

花岡  夢追 愛知郡     28.838/ 41

松尾  哲二 豊田市     41.938/ 12

永井    亨 春日井市     46.248/ 83

出力日時： 6月6日 14:50



1 / 3

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    53.36
日本記録　    56.57

伊藤  京子 南区   1:09.571/ 51

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    47.27
日本記録　    50.65

伊奈タキ子 常滑市   1:01.611/ 31

伊藤  順子 守山区   1:02.721/ 42

眞弓  つる 千種区   1:09.071/ 63

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    43.45
日本記録　    43.45

水野  蓉子 犬山市     52.832/ 51

須藤千代子 豊田市     53.642/ 42

鈴木  都子 東区     54.062/ 33

安井  智子 江南市   1:01.792/ 24

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    41.52
日本記録　    42.78

須藤  勝子 春日井市     51.563/ 41

柳澤  洋子 春日井市     54.263/ 52

蔵冶  花子 瀬戸市     55.783/ 63

冨田千寿子 千種区     59.443/ 34

川崎  紀子 岡崎市   1:06.943/ 75

青山  晴恵 江南市   1:07.122/ 66

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.48
日本記録　    41.16

服部ふじ子 岐阜県     50.644/ 41

鈴木もとみ 春日井市     50.934/ 22

神谷寿美子 刈谷市     51.044/ 53

大崎富貴子 清須市     51.474/ 64

石神  礼子 天白区     52.624/ 35

久保田あや子 豊川市     58.064/ 76

髙木  好美 中川区     59.963/ 27

横井美代子 東区   1:06.023/ 18

松尾  節子 尾張旭市   1:07.723/ 89

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.30
日本記録　    41.59

伊藤  桂子 緑区     45.155/ 41

亀井  勝代 豊田市     46.485/ 52

大堀  葉末 岐阜県     47.815/ 33

後藤たね子 稲沢市     50.745/ 84

熊谷  泰子 刈谷市     53.005/ 75

倉橋さよ子 稲沢市     53.025/ 66

出力日時： 6月6日 15:05



2 / 3

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.30
日本記録　    41.59

佐野  資子 東海市     53.685/ 27

鈴木  昭代 岡崎市     53.864/ 88

角谷  薫代 中区     54.425/ 19

近藤  信子 緑区     57.856/ 410

大向  節子 名東区     58.476/ 211

永井  春美 守山区     58.776/ 312

長谷川  良 日進市   1:00.716/ 613

村松  崇代 知多郡   1:08.036/ 814

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    36.19
日本記録　    40.06

横田  弘子 昭和区     46.527/ 41

内山  満子 春日井市     53.187/ 32

松村  三保 昭和区     53.387/ 63

竹内  美春 守山区     54.877/ 24

増田  智香 安城市   1:01.606/ 75

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.98
日本記録　    37.40

坪井  三春 中村区     41.938/ 41

神谷由美子 尾張旭市     45.688/ 32

岡田亜矢子 日進市     45.888/ 63

土田  由佳 守山区     46.048/ 54

横山  智世 一宮市     46.088/ 25

木全  悦子 守山区     48.848/ 76

森    文子 岐阜県     50.798/ 17

新井  真弓 北名古屋市     57.127/ 88

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.25
日本記録　    35.46

細川  恭代 西区     41.709/ 41

西津菜穂子 守山区     42.679/ 52

佐々木玲子 豊田市     44.079/ 33

福王寺千佳 北区     46.189/ 64

西村  純江 豊田市     51.809/ 25

長尾  佐織 東海市     54.128/ 86

稲吉  里美 昭和区     54.619/ 87

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.64
日本記録　    35.03

高倉  諭香 名東区     39.7110/ 61

大島  千賀 岡崎市     42.6810/ 72

杉浦  友美 安城市     42.7910/ 23

高原  亜希 南区     49.0710/ 84

出力日時： 6月6日 15:05
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.64
日本記録　    35.03

中嶌  実芸 豊田市     53.459/ 75

伊西口智恵 知多郡     54.609/ 16

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.13 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.42
日本記録　    32.42

上野  華子 南区     37.4510/ 41

川村  有香 名東区     39.8010/ 32

出力日時： 6月6日 15:05



1 / 4

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    41.68
日本記録　    41.68

渡部    実 小牧市     55.791/ 41

若林    茂 北区   1:00.731/ 52

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    40.38
日本記録　    40.38

浅倉  靖雄 安城市     43.632/ 41

成瀬  岩男 東京都     45.942/ 52

山田  哲夫 港区     49.392/ 63

宮副  勝敏 豊橋市     51.542/ 74

磯和  宏彦 緑区     52.312/ 25

大宮  康之 知立市   1:01.783/ 16

櫛田  諄造 南区   1:03.432/ 87

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    37.23
日本記録　    37.23

伊藤英一郎 岐阜県     44.374/ 31

河村  英二 北名古屋市     45.954/ 52

鈴木  將夫 名東区     47.964/ 73

鷲田  理雄 豊川市     50.753/ 64

長谷川富雄 安城市     50.833/ 35

加藤  隆弘 瀬戸市     51.963/ 46

大阪    章 中村区     55.383/ 27

花田  晃弘 名東区     55.433/ 58

齋藤    忠 刈谷市     58.143/ 79

浅井  昌治 北名古屋市   1:03.863/ 810

松原  正臣 西区   1:25.614/ 411

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    34.61
日本記録　    34.61

浅井  達男 西区     39.985/ 41

矢野  憲通 知多郡     45.854/ 62

西村  賢司 三重県     47.355/ 63

末廣  裕文 天白区     47.784/ 14

阪本富士勇 中区     49.554/ 25

足立  和男 岡崎市     50.845/ 36

大南  捷治 蒲郡市     56.744/ 87

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.41
日本記録　    34.59

相澤  修一 緑区     39.456/ 51

青山    実 一宮市     39.596/ 42

山下  芳生 昭和区     40.856/ 23

松本  信治 三重県     42.656/ 64

久米  一秋 一宮市     43.996/ 75

出力日時： 6月6日 15:30
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.41
日本記録　    34.59

田上  一夫 岐阜県     44.196/ 36

鈴村  和年 一宮市     45.286/ 17

斉藤小弥太 尾張旭市     45.526/ 88

林    敏男 中区     45.817/ 39

新井  廣実 額田郡     46.005/ 710

鈴木  祐吉 犬山市     46.325/ 211

岩岡    貢 中村区     50.255/ 112

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    32.07
日本記録　    33.03

西脇    巧 名東区     37.258/ 41

杉浦  秀夫 安城市     40.608/ 52

堀内  敏昭 南区     42.268/ 33

菅沼  秀博 岡崎市     46.167/ 64

田中    博 岐阜県     46.438/ 65

青木  吉男 尾張旭市     48.467/ 76

小崎  芳男 南区     49.157/ 27

渥美  宗久 愛西市     50.827/ 88

鈴木  章夫 大府市     56.747/ 19

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.97
日本記録　    33.08

三宅  嘉昌 瀬戸市     35.579/ 41

福田  信彦 海部郡     37.709/ 52

慈幸  弘樹 半田市     38.319/ 33

小林  浩充 豊橋市     39.759/ 74

萩原  一彦 知多市     40.679/ 85

大嶋  元三 西区     41.0410/ 76

丸毛  健裕 岐阜県     41.1810/ 37

伊藤    登 天白区     41.309/ 28

豊島  和也 東区     41.8310/ 49

土本  和宏 岐阜県     42.0110/ 510

早川  篤司 西区     42.709/ 111

髙木  一徳 名東区     45.708/ 712

浜口  佐利 南区     45.8910/ 113

佐々木利哉 半田市     46.1410/ 614

小嶋  嘉豊 春日井市     47.228/ 215

小池    穣 一宮市     47.7310/ 216

谷川    治 常滑市     50.538/ 117

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.31
日本記録　    31.48

白川  俊光 西尾市     35.0112/ 41

高薮  達朗 港区     35.0812/ 52

出力日時： 6月6日 15:30



3 / 4

なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.31
日本記録　    31.48

真下    徹 一宮市     35.5912/ 33

工藤  城治 額田郡     35.8212/ 64

永谷  俊仁 西尾市     37.8112/ 75

澤    聖健 知立市     38.2912/ 26

河原  和彦 碧南市     39.8412/ 17

遠藤  久雄 豊田市     40.0312/ 88

村田  達也 蒲郡市     40.8411/ 49

松浦    勉 南区     41.8711/ 710

長谷川勝利 春日井市     42.6711/ 211

山田  守彦 春日井市     42.9211/ 512

佐藤  由人 岐阜県     43.3311/ 113

平岩  武志 岡崎市     44.1411/ 314

岡    英樹 津島市     44.9410/ 815

樟    哲朗 名東区     45.0611/ 616

浅野文次郎 昭和区     47.5613/ 617

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    29.56
日本記録　    29.56

松澤  宏一 天白区     36.5214/ 31

村上    剛 半田市     39.5514/ 62

前田  憲吾 春日井市     39.6514/ 13

村上  淳一 守山区     40.1914/ 74

山口  健児 港区     41.7213/ 45

新海    直 瑞穂区     41.8513/ 56

長久  善郎 半田市     42.9813/ 27

佐藤  昭彦 豊橋市     45.3913/ 18

梶野  真二 緑区     46.7013/ 39

大濱    徹 東海市     47.4913/ 810

土屋  浩一 北区     50.7513/ 711

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.53
日本記録　    29.65

間宮  一法 岐阜県     32.6316/ 61

玉懸    元 天白区     33.4016/ 52

久米  康一 額田郡     33.9216/ 43

石塚  伸一 瀬戸市     33.9616/ 34

鳴海  博之 一宮市     35.8316/ 25

川口  育男 海部郡     36.9016/ 86

安井  直輝 中川区     38.2615/ 47

松田  直也 北名古屋市     38.7915/ 58

小島    徹 緑区     39.7516/ 19

大桒  英雄 岡崎市     40.7515/ 210

蓑洞    薫 名東区     41.0716/ 711

藤本  賢司 中川区     41.6715/ 712

塩谷  秀作 名東区     41.7315/ 113
出力日時： 6月6日 15:30
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.53
日本記録　    29.65

加藤  晴久 岡崎市     44.6914/ 814

本田    亮 緑区     52.3215/ 815

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.14 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    29.01
日本記録　    28.86

小田  真也 蒲郡市     35.0917/ 21

柴田  哲宏 豊橋市     36.0517/ 32

北村以知郎 岐阜県     36.2217/ 63

水野  晶太 岐阜県     36.7817/ 44

山田  大介 千種区     37.7217/ 75

後藤    守 額田郡     48.0617/ 86

奥村    優 岐阜県     48.3217/ 17

出力日時： 6月6日 15:30
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    41.99
日本記録　    51.52

山田喜久子 丹羽郡   1:00.201/ 51

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    38.65
日本記録　    38.65

長谷川由子 春日井市   1:02.721/ 61

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    35.77
日本記録　    36.50

伊藤  圭恵 中川区     48.532/ 41

松下  義子 春日井市     50.532/ 32

佐藤  雅子 守山区     50.912/ 63

亀川  政子 緑区     55.561/ 44

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    33.47
日本記録　    35.18

小林すみ子 名東区     36.563/ 4 ＊手動1

河村芙美子 豊明市     44.433/ 2 ＊手動2

前田  幸子 豊橋市     56.672/ 23

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    31.42
日本記録　    33.88

七原  清江 豊橋市     40.463/ 5 ＊手動1

菅沼  政子 守山区     43.863/ 6 ＊手動2

鈴木八重子 豊橋市     45.583/ 3 ＊手動3

伊藤由美子 岐阜県     47.673/ 7 ＊手動4

蟹江  洋子 知立市   1:04.173/ 8 ＊手動5

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    30.24
日本記録　    31.16

松島  玲子 緑区     39.414/ 51

野田  理子 一宮市     40.004/ 62

青柳  智子 豊川市     42.344/ 33

澤田  裕子 常滑市     43.604/ 24

山田  明美 名東区     56.913/ 1 ＊手動5

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    29.37
日本記録　    29.89

橋本  雅子 日進市     35.355/ 51

道家  昌代 緑区     38.625/ 42

近藤  晃己 刈谷市     39.335/ 63

野村  章子 岡崎市     40.575/ 24

垣見  栄利 岐阜県     42.965/ 35

加藤  宏美 尾張旭市     44.145/ 76

高野  富子 静岡県     47.675/ 17

出力日時： 6月6日 15:36
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    29.37
日本記録　    29.89

渡辺  悦代 北区     48.854/ 18

小林  理恵 豊橋市     51.544/ 89

池田まゆみ 豊明市     55.925/ 810

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.52
日本記録　    30.57

原田りえか 知多郡     31.106/ 41

服部  美砂 江南市     34.456/ 52

青木  律子 豊明市     35.236/ 33

武田恵美子 天白区     37.066/ 64

藤田  幸恵 中川区     37.846/ 25

吉野  直子 天白区     38.956/ 76

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.03
日本記録　    29.28

長屋  恵子 中村区     31.447/ 41

木下千津代 豊田市     34.367/ 52

近藤  祥代 東区     34.927/ 63

森下留美子 天白区     36.367/ 24

森    エミ 西区     49.786/ 15

大橋美代子 北区     58.246/ 86

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.15 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.48
日本記録　    28.38

久米  智美 緑区     33.687/ 31

加藤  志保 瀬戸市     42.367/ 72

杉浦    希 尾張旭市     45.337/ 13

太田  君代 豊田市     49.267/ 84

出力日時： 6月6日 15:36
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

80～84歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    40.92
日本記録　    40.95

千野  茂雄 昭和区   1:13.431/ 31

日比  誠七 尾張旭市   1:39.691/ 22

氏名 所属略称

75～79歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    35.66
日本記録　    35.95

佐藤    軒 中村区     40.982/ 41

加藤  千蔵 瀬戸市     55.382/ 22

橋本    正 日進市     55.522/ 33

黒田  一生 中村区   1:03.221/ 44

大宮  康之 知立市   1:03.491/ 55

後藤  忠久 三重県   1:16.001/ 66

氏名 所属略称

70～74歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    31.49
日本記録　    31.49

谷口  哲治 緑区     41.843/ 71

安田  哲雄 知多市     58.922/ 62

氏名 所属略称

65～69歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    28.54
日本記録　    30.33

榎原  和彦 春日井市     35.813/ 51

松波  俊宣 岐阜県     37.223/ 42

松田  隼人 名東区     40.383/ 13

田中    進 瑞穂区     41.483/ 34

成瀬  武弘 豊田市     42.333/ 25

藤田  義雄 緑区     42.703/ 66

氏名 所属略称

60～64歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    27.92
日本記録　    29.66

浅野  重雄 豊田市     30.534/ 41

山下  芳生 昭和区     33.644/ 52

川合  康雄 緑区     38.404/ 23

成冨  久治 天白区     47.804/ 14

氏名 所属略称

55～59歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    26.86
日本記録　    28.82

鵜飼  吉郎 岡崎市     32.345/ 51

青木  博行 西区     32.595/ 42

宮野  邦久 豊橋市     35.385/ 63

上松  裕典 岐阜県     37.534/ 64

加賀    浩 春日井市     38.235/ 25

東原  英明 緑区     40.645/ 36

橋本由太郎 名東区     44.064/ 77

出力日時： 6月6日 15:49
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

50～54歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.88
日本記録　    28.70

軸屋  常男 刈谷市     29.566/ 41

井澤  公司 岐阜県     35.136/ 32

鬼頭  功夫 春日井市     36.376/ 63

高橋    靖 岐阜県     41.735/ 74

高瀬  喜久 熱田区     46.965/ 85

河野    弘 一宮市     47.185/ 16

氏名 所属略称

45～49歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.90
日本記録　    27.61

角谷  守彦 岡崎市     28.376/ 11

伊藤  和宏 岐阜県     29.557/ 42

冨山    徹 昭和区     32.987/ 33

永谷  俊仁 西尾市     33.317/ 54

戸松  幸義 天白区     34.796/ 25

中西  保紀 刈谷市     35.866/ 86

杉浦    明 西尾市     42.097/ 67

西尾  昭吾 守山区     44.387/ 78

梁川  文武 豊田市  泳法違反7/ 2   

氏名 所属略称

40～44歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    25.57
日本記録　    26.39

倉田    修 港区     29.028/ 51

小原  隆浩 岐阜県     29.288/ 42

永井  義人 天白区     29.408/ 33

水野  慎士 瑞穂区     32.278/ 14

新指  招徳 西区     34.099/ 55

細川  貴章 西区     34.328/ 86

青木  伸司 三重県     34.439/ 47

水野  克朗 昭和区     38.479/ 28

牛田    茂 一宮市     42.727/ 19

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.70
日本記録　    25.22

市川  武人 瀬戸市     28.5510/ 41

古根  大真 天白区     29.6910/ 22

石渡    慎 刈谷市     30.2110/ 33

倉冨  真一 岐阜県     30.6410/ 64

木野村敏夫 大府市     31.4111/ 25

高田  恭成 名東区     31.6110/ 86

岡本  康敬 三重県     31.7210/ 77

牧村    裕 大阪府     32.7810/ 18

安藤  大吾 瀬戸市     35.129/ 39

大北  真也 瑞穂区     35.969/ 610

伊藤  孝史 瀬戸市     36.7611/ 111

出力日時： 6月6日 15:49
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なごやマスターズ水泳大会２０１０
期日：2010年6月6日(日)              会場：日本ガイシアリーナ(50m)

氏名 所属略称

35～39歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.70
日本記録　    25.22

加藤  春康 愛知郡     42.779/ 812

小島  清秀 東海市     43.499/ 113

氏名 所属略称

30～34歳
  時  間

No.16 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

水路 新記録
世界記録　    24.15
日本記録　    25.25

松井  康祐 中村区     28.3311/ 41

竹内  直行 知多市     29.0011/ 52

水野  晶太 岐阜県     30.8411/ 33

泉    陽介 岐阜県     32.3911/ 64

日比  俊行 春日井市     33.0711/ 85

上森  広志 安城市     34.0011/ 76

出力日時： 6月6日 15:49
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