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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.1 女子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:17.40

順位
≪ 280～319歳 ≫

ＳＣ旭   1:46.141/ 3
田中三千子       72・冨田  春美       64・櫻井  都子       72・岡    壽子       76

284歳1

チーム名   時  間

No.1 女子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:08.89

順位
≪ 240～279歳 ≫

ＳＣ旭   1:19.421/ 4
杉森ひろみ       69・武田    薫       60・池田  賀子       46・伊藤寿満子       67

242歳1

中日ＳＣ   1:30.231/ 5
野田  和子       64・村上  友子       64・加藤  育子       45・大平  淑子       73

246歳2

アスティ香流   1:38.001/ 6
森    幸子       62・下山  昌代       57・筑紫恵美子       57・佐野  弘美       64

240歳3

チーム名   時  間

No.1 女子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:03.47

順位
≪ 200～239歳 ≫

アスティ香流   1:15.722/ 4
伊藤  敦子       62・緒方  幸代       53・中神田佳子       59・岩本  麻美       54

228歳1

Ｇ・ＦＩＳＨ   1:21.232/ 3
飯田麻衣子       48・落合有見子       53・佐藤あけみ       54・髙木ともみ       60

215歳2

イトマン中村    メ３2/ 2
伊藤  由美       55・恒川  豊子       63・岩崎  早苗       51・恒川真知美       57

226歳   

チーム名   時  間

No.1 女子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    58.28

順位
≪ 160～199歳 ≫

Ｇ・ＦＩＳＨ   1:04.442/ 5
長屋  恵子       44・五反分由美       48・服部  美砂       49・工藤  遵江       46

187歳1

平針Ｓ．Ｓ   1:08.272/ 6
畑    千晶       46・湯浅  貴美       51・小原みどり       41・鈴木  愛子       56

194歳2

ピノス・Ｋ   1:35.372/ 7
菰野  恵子       44・澤村  明恵       43・喜田  恵理       54・田中  公子       52

193歳3

出力日時：10月23日 10:12
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.2 男子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    50.96

順位
≪ 200～239歳 ≫

一宮酔泳部   1:05.691/ 3
朝比奈  隆       61・豊島  博昭       65・吉岡  克己       51・牛田    茂       50

227歳1

名古屋ＳＣ   1:15.791/ 2
伊藤  達志       46・松浦    勉       52・田川  将史       51・岩水  正孝       57

206歳2

チーム名   時  間

No.2 男子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    48.18

順位
≪ 160～199歳 ≫

豊川禅水会     55.061/ 4
松本  和樹       38・仙石  祐嗣       43・加藤    浩       41・木下  寛庸       50

172歳1

Ｇ・ＦＩＳＨ     56.641/ 5
松下    徹       50・藤本  博嗣       46・熊﨑  宏治       34・宮地  貴行       36

166歳2

アクア北   1:00.041/ 6
柴田  浩史       43・中村  慶吾       47・鳴海  博之       43・西田  将之       36

169歳3

チーム名   時  間

No.2 男子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    47.41

順位
≪ 120～159歳 ≫

ｒＣＯＭＥＴ     54.082/ 5
田邊  瑛二       29・服部  耕平       29・髙瀬  雅和       29・田邊  敦司       44

131歳1

NOTS Japan   1:02.372/ 4
吉崎  孝典       36・大西  健太       38・杉本  幸一       38・滝岡  優男       38

150歳2

ル・甚目寺   1:04.912/ 3
山田  和樹       23・谷津    孝       33・横井  啓二       64・安藤  宏一       37

157歳3

チーム名   時  間

No.2 男子 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    45.55

順位
≪ 119歳以下 ≫

3LOVERS     55.142/ 6
加藤  誠基       25・清水  秀一       29・山田  竜也       26・三輪    聡       26

106歳1

出力日時：10月23日 10:15
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:12.97
日本記録　  1:12.97≪ 70～74歳 ≫

順位

山中志まね ＡＴＳ四日市   1:33.971/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:06.90
日本記録　  1:13.48≪ 65～69歳 ≫

順位

野村  保子 東邦ＳＳ   1:38.501/ 51

仙石  勝枝 岡崎竜城ＳＣ   1:41.021/ 62

長谷川タツエ 愛泳会　鳴海   1:44.501/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:03.48
日本記録　  1:10.11≪ 60～64歳 ≫

順位

三浦  晴子 ＤＲＥＡＭ   1:22.052/ 61

青山  典子 ＢＩＧアミ   1:27.892/ 22

角谷  薫代 メ・千種   1:34.902/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:01.33
日本記録　  1:09.68≪ 55～59歳 ≫

順位

徳野久美子 ＤＲＥＡＭ   1:15.682/ 41

林    典子 スイム野洲   1:20.452/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    58.60
日本記録　  1:03.66≪ 50～54歳 ≫

順位

安藤  悦子 ＢＩＧアミ   1:25.242/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    58.43
日本記録　  1:02.06≪ 45～49歳 ≫

順位

岡本  明子 イトマン大津   1:07.223/ 51

中井めぐみ ＢＩＧ東海   1:11.523/ 62

冨岡  綾子 平針Ｓ．Ｓ   1:15.323/ 23

松下  文美 ＢＩＧアミ   1:29.073/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    57.08
日本記録　  1:01.19≪ 40～44歳 ≫

順位

寺村真美子 スイム野洲   1:24.613/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    54.95
日本記録　    57.60≪ 35～39歳 ≫

順位

大木  あい ルネサンス   1:01.973/ 41

大家  由江 中京清泳会   1:09.813/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.3 女子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    54.75
日本記録　    56.49≪ 30～34歳 ≫

順位

藪内  郁子 ＳＰＡＱ   1:16.543/ 71

出力日時：10月23日 10:20
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:11.26
日本記録　  1:16.09≪ 80～84歳 ≫

順位

神谷  正保 毎日Ｍ・ＳＣ   1:33.901/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　  1:01.70
日本記録　  1:05.08≪ 70～74歳 ≫

順位

亀山  直樹 愛泳会　鳴海   1:20.291/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    58.58
日本記録　  1:02.50≪ 65～69歳 ≫

順位

高松  幸司 ＰＳＣ四日市   1:25.441/ 51

天野    隆 ノーザンＳＴ   1:50.841/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    55.87
日本記録　    59.75≪ 60～64歳 ≫

順位

藤井  義孝 ＳＰ陽だまり   1:31.701/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    54.50
日本記録　    56.18≪ 55～59歳 ≫

順位

坂野  仁一 コナミ鳴海   1:10.892/ 31

道端  良一 メッツＦＣ   1:19.872/ 22

田中喜久人 上社ＳＳ   1:20.042/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    51.61
日本記録　    54.29≪ 50～54歳 ≫

順位

青木    勝 イトマン守山   1:04.833/ 61

奥﨑  晋宏 エスポ   1:06.032/ 42

富田喜代司 ル・熱田   1:07.862/ 53

相田  一成 コナミ杁中   1:14.682/ 64

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    51.30
日本記録　    53.61≪ 45～49歳 ≫

順位

藤本  博嗣 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:00.993/ 21

田中  勇輝 中京清泳会   1:01.913/ 52

山本  真生 ＢＳＪ   1:03.183/ 73

秋谷  清治 館林水協   1:05.903/ 34

岩本  悟志 ル・岐阜   1:07.743/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    50.12
日本記録　    51.76≪ 40～44歳 ≫

順位

岩村  憲治 岡崎竜城ＳＣ     55.634/ 41

藤井  慶太 吉正ＨＳＣ     59.504/ 32

田邊  敦司 ｒＣＯＭＥＴ   1:00.924/ 53

荒木  宏幸 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:19.414/ 14

出力日時：10月23日 10:27
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    49.53
日本記録　    50.82≪ 35～39歳 ≫

順位

古川  哲也 ＭＫ三重川越   1:03.904/ 71

滝岡  優男 NOTS Japan   1:13.094/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    47.29
日本記録　    51.31≪ 30～34歳 ≫

順位

石田  太一 みなもＳＴ     58.415/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録　    47.43
日本記録　    49.60≪ 25～29歳 ≫

順位

田邊  瑛二 ｒＣＯＭＥＴ     55.555/ 41

熊木  淳一 3LOVERS     56.815/ 22

鴨    弘之 アスティ八田     57.855/ 63

日比野徳亮 コナミ豊田   1:00.205/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.4 男子 100m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    50.11≪ 18～24歳 ≫

順位

小松原  祐 アスティ八田     50.115/ 8 ･日本ﾀｲ1

金山  裕一 オリエントＳ     59.785/ 32

宮地  立樹 白鯨会   1:02.475/ 73

出力日時：10月23日 10:27
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:22.15
日本記録　  1:26.25≪ 70～74歳 ≫

順位

田中三千子 ＳＣ旭   2:12.961/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:17.95
日本記録　  1:26.37≪ 65～69歳 ≫

順位

三浦    泉 上社ＳＳ   1:38.651/ 41

杉本由美子 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:40.871/ 52

杉森ひろみ ＳＣ旭   1:52.661/ 63

神谷寿美子 アクトス安城   1:58.931/ 34

植田  一枝 国府宮ＳＣ   2:00.891/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:12.72
日本記録　  1:21.06≪ 60～64歳 ≫

順位

山崎  幸子 イトマン中村   1:42.112/ 51

土田ますみ トップＳＣ   2:05.772/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:10.08
日本記録　  1:16.36≪ 55～59歳 ≫

順位

奥田  律子 ロイヤルＳＰ   1:26.703/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:05.89
日本記録　  1:12.39≪ 50～54歳 ≫

順位

坪井  三春 アスティ八田   1:26.233/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:04.46
日本記録　  1:10.10≪ 45～49歳 ≫

順位

飯田麻衣子 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:29.363/ 71

佐藤みゆき All Outs   1:31.883/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:03.48
日本記録　  1:08.38≪ 40～44歳 ≫

順位

松本ゆう子 吉正ＨＳＣ   1:28.013/ 21

倉知  尚美 ＢＩＧアミ   1:38.893/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.5 女子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:00.90
日本記録　  1:00.90≪ 30～34歳 ≫

順位

伊藤  沙織 四日市ＳＣ   1:13.603/ 41

岡野  有香 メッツＦＣ   1:14.483/ 52

出力日時：10月23日 10:37
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:25.07
日本記録　  1:25.07≪ 80～84歳 ≫

順位

日比野寿男 愛泳会　鳴海   1:40.341/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:12.09
日本記録　  1:18.69≪ 70～74歳 ≫

順位

村田  和夫 東邦ＳＳ   1:28.641/ 31

伊藤    健 メッツＦＣ   1:43.551/ 22

神谷    誠 アクトス安城    背４1/ 7   

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:07.69
日本記録　  1:13.86≪ 65～69歳 ≫

順位

楠本  真人 中日ＳＣ   1:30.881/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:05.62
日本記録　  1:10.87≪ 60～64歳 ≫

順位

八木  勝彦 エスポ   1:15.341/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:02.26
日本記録　  1:04.36≪ 55～59歳 ≫

順位

廣田  廣宣 ＭＫ三重川越   1:28.992/ 41

八木  啓輔 メッツＦＣ   1:37.232/ 52

中島  政志 アクア北   1:38.772/ 63

小林  浩充 サーラ豊橋   1:41.372/ 34

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    58.47
日本記録　    59.79≪ 50～54歳 ≫

順位

発知  良介 岡崎竜城ＳＣ   1:19.423/ 21

土橋  靖史 メッツＦＣ   1:23.323/ 72

山下    聡 ＡＰＳＣ   1:36.363/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    57.00
日本記録　    58.20≪ 45～49歳 ≫

順位

黒田  研二 ＭＫ三重川越   1:09.053/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    54.85
日本記録　    57.80≪ 40～44歳 ≫

順位

山之内  勲 コナミ鳴海   1:14.483/ 61

月元  久人 岡崎竜城ＳＣ   1:19.713/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    53.38
日本記録　    53.85≪ 25～29歳 ≫

順位

星野  圭吾 みなもＳＴ   1:08.163/ 31

出力日時：10月23日 10:49
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.6 男子 100m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    53.19≪ 18～24歳 ≫

順位

山田  和樹 ル・甚目寺   1:09.343/ 51

出力日時：10月23日 10:49
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:45.52
日本記録　  1:45.52≪ 80～84歳 ≫

順位

六角  久世 ＳＣ旭   3:08.041/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:28.73
日本記録　  1:28.73≪ 65～69歳 ≫

順位

佐野  資子 アスティ大府   1:51.631/ 41

山田  伸代 国府宮ＳＣ   2:25.761/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:25.89
日本記録　  1:28.79≪ 60～64歳 ≫

順位

村瀬  純子 国府宮ＳＣ   2:00.891/ 51

西    淳子 岡崎竜城ＳＣ   2:01.331/ 62

村上  友子 中日ＳＣ   2:02.021/ 33

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:15.22
日本記録　  1:22.59≪ 50～54歳 ≫

順位

緒方  幸代 アスティ香流   1:36.112/ 61

岩本  麻美 アスティ香流   1:37.582/ 32

加藤  千景 アスティ大府   1:44.332/ 73

落合有見子 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:50.522/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:12.64
日本記録　  1:18.13≪ 45～49歳 ≫

順位

加賀谷絵美 館林水協   1:20.142/ 41

今泉小百合 岡崎竜城ＳＣ   1:34.612/ 52

舟橋  祥子 ル・甚目寺   1:41.232/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:09.95
日本記録　  1:17.55≪ 40～44歳 ≫

順位

川井  裕加 メ・千種   1:17.673/ 41

宇佐美愛子 オリンピア   1:30.993/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:06.98
日本記録　  1:06.98≪ 30～34歳 ≫

順位

大家里依子 中京清泳会   1:25.573/ 31

森  ナオミ エスポ   1:51.823/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.7 女子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　  1:10.41≪ 18～24歳 ≫

順位

田中  夕音 名古屋ＳＣ   1:20.573/ 51

出力日時：10月23日 10:58
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:35.96
日本記録　  1:35.96≪ 80～84歳 ≫

順位

浅倉  靖雄 アクトス安城   1:47.361/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:15.84
日本記録　  1:16.64≪ 65～69歳 ≫

順位

青山    実 一宮酔泳部   1:32.761/ 31

久米  一秋 アクトス一宮   1:37.231/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:09.92
日本記録　  1:13.55≪ 60～64歳 ≫

順位

鈴木  鉱三 コナミ鳴海   1:26.601/ 41

宮野  邦久 名古屋ＳＣ   1:32.461/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:07.25
日本記録　  1:12.59≪ 55～59歳 ≫

順位

松浦    輝 津アサヒＳＳ   1:23.222/ 61

小嶋  嘉豊 グンゼスカイ   1:47.122/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:04.54
日本記録　  1:08.93≪ 50～54歳 ≫

順位

山崎  秀路 名学院敬愛会   1:10.572/ 41

稲吉  正浩 アスティ大府   1:18.712/ 32

石村  勝利 コナミ香里園   1:20.142/ 53

松浦    勉 名古屋ＳＣ   1:38.092/ 24

加藤  英樹 アスティ八田   1:39.332/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:01.42
日本記録　  1:03.36≪ 40～44歳 ≫

順位

笠置  健之 アクトス一宮   1:10.873/ 41

鳴海  博之 アクア北   1:21.643/ 52

竹境    司 岡崎竜城ＳＣ   1:24.443/ 33

後藤  正成 ＡＴＳ新瀬戸   1:25.523/ 64

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　  1:01.18
日本記録　  1:01.18≪ 35～39歳 ≫

順位

小嶋  健司 ＦＡ・ＷＩＮ   1:06.024/ 51

大木    悟 ＭＡＺＤＡ   1:06.264/ 32

水野  晶太 ＦＡ・ＷＩＮ   1:21.614/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    59.21
日本記録　    59.24≪ 25～29歳 ≫

順位

髙瀬  雅和 ｒＣＯＭＥＴ   1:07.844/ 21

服部  耕平 ｒＣＯＭＥＴ   1:10.264/ 72

出力日時：10月23日 11:09
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.8 男子 100m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　  1:01.18≪ 18～24歳 ≫

順位

長屋  昌志 ＲＥＤＳ   1:03.234/ 41

出力日時：10月23日 11:09
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　  1:06.88
日本記録　  1:10.21≪ 50～54歳 ≫

順位

篠田史津子 アクトス一宮    バ２1/ 7   

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　  1:03.47
日本記録　  1:06.75≪ 45～49歳 ≫

順位

服部  美砂 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:14.661/ 51

加藤  育子 中日ＳＣ   1:27.681/ 62

冨岡  綾子 平針Ｓ．Ｓ   1:32.461/ 33

太田  奈穂 ＪＳＳ松阪   1:46.551/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　  1:01.70
日本記録　  1:04.91≪ 40～44歳 ≫

順位

比嘉りつ子 ＢＩＧ東海   2:06.831/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.9 女子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　  1:01.88
日本記録　  1:01.88≪ 35～39歳 ≫

順位

大木  あい ルネサンス   1:10.671/ 41

出力日時：10月23日 11:23
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　  1:01.46
日本記録　  1:03.67≪ 60～64歳 ≫

順位

青木  博行 名学院敬愛会   1:16.761/ 41

前山    茂 アクアリング   1:27.941/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    59.80
日本記録　  1:03.72≪ 55～59歳 ≫

順位

奥村  英幸 フリーマンズ   1:19.111/ 51

中島  政志 アクア北   1:29.841/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    57.29
日本記録　    59.92≪ 50～54歳 ≫

順位

太田  邦広 泳愛倶楽部   1:07.442/ 41

林      誠 ル・岐阜   1:42.232/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    56.37
日本記録　    58.30≪ 45～49歳 ≫

順位

伊藤  圭志 ＮＰＯ口論義   1:12.422/ 61

岩本  悟志 ル・岐阜   1:14.592/ 52

水野  克朗 愛泳会　鳴海   1:26.462/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    53.81
日本記録　    54.98≪ 40～44歳 ≫

順位

古根  大真 ２ｂＦＩＳＨ   1:05.313/ 31

田邊  敦司 ｒＣＯＭＥＴ   1:08.503/ 62

丹下  正己 コナミ杁中   1:09.143/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    54.27
日本記録　    54.56≪ 35～39歳 ≫

順位

泉    陽介 ＦＡ・ＷＩＮ   1:14.323/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    52.63
日本記録　    53.14≪ 30～34歳 ≫

順位

熊﨑  宏治 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:00.613/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.10 男子 100mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    52.45
日本記録　    53.04≪ 25～29歳 ≫

順位

星野  圭吾 みなもＳＴ   1:00.573/ 41

出力日時：10月23日 11:23
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:41.14
日本記録　  1:41.14≪ 80～84歳 ≫

順位

藤野  久江 アクトス安城   2:25.071/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:23.42
日本記録　  1:24.88≪ 70～74歳 ≫

順位

山中志まね ＡＴＳ四日市   1:52.121/ 51

須藤  勝子 ＢＩＧアミ   1:55.931/ 42

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:19.10
日本記録　  1:24.45≪ 65～69歳 ≫

順位

森田  範子 メ・千種   1:50.911/ 31

長谷川タツエ 愛泳会　鳴海   1:59.951/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:15.07
日本記録　  1:22.52≪ 60～64歳 ≫

順位

大家  和代 イトマン中村   1:37.082/ 31

竹内詠美子 グラッセ山王   1:44.192/ 52

名桐  映子 国府宮ＳＣ   2:00.412/ 13

常盤  悦子 クリオネ１３   2:13.501/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:10.66
日本記録　  1:18.42≪ 55～59歳 ≫

順位

葛島  紀子 愛泳会　鳴海   1:45.712/ 21

藤本美智恵 イトマン中村   1:49.672/ 62

正木みどり アクトス八事   1:50.562/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:07.85
日本記録　  1:11.55≪ 50～54歳 ≫

順位

中野美有紀 岡崎竜城ＳＣ   1:23.423/ 41

坪井  三春 アスティ八田   1:26.973/ 52

澤井  亜弓 メ・千種   1:32.253/ 33

中沢  眞里 アクトス安城   1:34.493/ 64

佐藤あけみ Ｇ・ＦＩＳＨ   1:48.443/ 75

喜田  恵理 ピノス・Ｋ   1:48.873/ 26

根岸  美佳 ＤＲＥＡＭ   1:51.403/ 87

橋本  裕子 ＰＳＣ四日市   1:55.863/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:05.61
日本記録　  1:10.39≪ 45～49歳 ≫

順位

五反分由美 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:24.534/ 51

畑    千晶 平針Ｓ．Ｓ   1:24.984/ 42

二村めぐみ ハンドレッド   1:32.194/ 33

中河  紀子 メ・千種   1:35.614/ 64

今澤  美鈴 ＢＩＧ東海   1:45.804/ 25

出力日時：10月23日 11:39
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:04.19
日本記録　  1:08.90≪ 40～44歳 ≫

順位

長屋  恵子 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:10.865/ 41

小池  晴美 吉正ＨＳＣ   1:20.055/ 52

小原みどり 平針Ｓ．Ｓ   1:24.935/ 33

横山とも子 ＢＳＪ   1:30.645/ 64

宮下  時子 ＢＩＧ東海   1:33.495/ 75

柳川  朋子 アクアリング   1:47.245/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:03.17
日本記録　  1:03.17≪ 35～39歳 ≫

順位

宮嶋  紀子 ＡＱＵＡＪＰ   1:23.815/ 11

久保  恵理 ＫＬ春日井   1:27.915/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:02.52
日本記録　  1:02.55≪ 30～34歳 ≫

順位

増井  美香 四日市ＳＣ   1:09.376/ 41

古川  沙織 コナミ心斎橋   1:20.386/ 32

宮本  紗佳 オリンピア   1:20.976/ 13

太田  香織 ＡＰＳＣ   1:24.956/ 74

井積  智美 コナミ鈴鹿   1:30.976/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.11 女子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:02.29
日本記録　  1:03.67≪ 25～29歳 ≫

順位

北尾  紫乃 ＣＥＲＩＳＥ   1:12.866/ 51

木村  奈菜 オリエントＳ   1:19.406/ 62

西内  沙織 オリエントＳ   1:20.316/ 23

出力日時：10月23日 11:39



1 / 2

第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:13.09
日本記録　  1:15.60≪ 70～74歳 ≫

順位

山本  正春 スイム野洲   1:31.361/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:09.77
日本記録　  1:10.56≪ 65～69歳 ≫

順位

豊島  博昭 一宮酔泳部   1:18.291/ 51

浅野  重雄 中京清泳会   1:23.221/ 32

天野    隆 ノーザンＳＴ   2:10.841/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:04.23
日本記録　  1:06.53≪ 60～64歳 ≫

順位

朝比奈  隆 一宮酔泳部   1:32.271/ 21

横井  啓二 ル・甚目寺   1:46.191/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:01.76
日本記録　  1:06.86≪ 55～59歳 ≫

順位

新井  秀恭 エスポ   1:14.972/ 41

八木  啓輔 メッツＦＣ   1:31.502/ 32

谷口  広文 中京清泳会   1:34.602/ 23

森山    敦 エスポ   1:36.632/ 64

岩水  正孝 名古屋ＳＣ   2:21.312/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　  1:00.96
日本記録　  1:04.65≪ 50～54歳 ≫

順位

牧野    靖 岡崎竜城ＳＣ   1:06.063/ 41

木下  寛庸 豊川禅水会   1:13.313/ 32

西村  省司 イトマン守山   1:14.903/ 53

倉田    修 みなとＳＳ   1:15.513/ 64

吉岡  克己 一宮酔泳部   1:19.493/ 25

牛田    茂 一宮酔泳部   1:32.414/ 76

山口  昌昭 メッツＦＣ   1:32.883/ 87

野村    章 国府宮ＳＣ   1:36.364/ 18

浅井  正司 アスティ香流   1:37.893/ 19

高木  康雄 ＢＳＪ   1:42.192/ 110

田川  将史 名古屋ＳＣ   1:48.362/ 711

児島  真一 みなとＳＳ メ５背113/ 7   

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.68
日本記録　  1:00.46≪ 45～49歳 ≫

順位

立川  真悟 イトマン大津   1:07.605/ 41

潮田健太郎 ＡＰＳＣ   1:12.915/ 22

伊藤  達志 名古屋ＳＣ   1:15.124/ 53

宮田  雅章 ル・岐阜   1:22.644/ 64

近藤  国博 エイムＳＧ   1:23.604/ 35

髙橋  利久 名鉄ＳＳ半田   1:33.314/ 26

出力日時：10月23日 12:00
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.68
日本記録　  1:00.46≪ 45～49歳 ≫

順位

渡辺  和人 みなとＳＳ   1:51.974/ 87

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    57.19
日本記録　    58.30≪ 40～44歳 ≫

順位

加藤    浩 豊川禅水会   1:11.825/ 51

月元  久人 岡崎竜城ＳＣ   1:17.165/ 62

荒木  宏幸 Ｇ・ＦＩＳＨ   1:25.565/ 13

山本  良一 ロイヤルＳＰ   1:47.325/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    56.36
日本記録　    57.04≪ 35～39歳 ≫

順位

大木    悟 ＭＡＺＤＡ   1:01.746/ 51

森下  智弘 エスポ   1:08.505/ 72

瀧川  忠如 名古屋ＳＣ   1:09.576/ 63

永井    亨 ＡＴＳ新瀬戸   1:15.105/ 34

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    53.75
日本記録　    55.39≪ 30～34歳 ≫

順位

富山  貴士 くじらクラブ     59.786/ 41

山口    翔 豊川禅水会   1:02.426/ 32

太田    実 ＡＰＳＣ   1:15.556/ 23

坂田  和博 ＴＩＰ宝塚   1:20.406/ 84

鶴田  雄哉 3LOVERS   1:22.356/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録　    53.47
日本記録　    54.80≪ 25～29歳 ≫

順位

島崎  義崇 アスティ香流   1:00.157/ 41

佐々木貴悠 豊川禅水会   1:02.747/ 32

丹羽  洋貴 中京清泳会   1:08.577/ 63

鴨    弘之 アスティ八田   1:09.057/ 14

福山  航太 メ・千種   1:15.467/ 85

山田  竜也 3LOVERS   1:20.136/ 16

氏名 所属略称   時  間

No.12 男子 100m個人メドレー

水路 新記録

世界記録
日本記録　    54.75≪ 18～24歳 ≫

順位

青江  統成 ＭｃＳ堺一条   1:03.447/ 51

宮地  崇仁 白鯨会   1:11.277/ 22

出力日時：10月23日 12:00
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.13 混合 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:08.93

順位
≪ 280～319歳 ≫

ＤＲＥＡＭ   1:11.671/ 5
三浦  晴子       61・浅井  達男       76・小林すみ子       66・水谷  泰二       78

281歳1

アクトス安城   1:21.541/ 4
東    重幸       69・浅倉  靖雄       82・中沢  眞里       53・藤野  久江       81

285歳2

ＴＩＰ上飯田   1:30.701/ 2
柴田  政人       73・加藤  良子       79・上田ヒロ子       72・天春  英時       64

288歳3

チーム名   時  間

No.13 混合 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:02.11

順位
≪ 240～279歳 ≫

一宮酔泳部   1:09.081/ 6
野田ひとみ       58・青山    実       67・豊島  博昭       65・大塚  春枝       56

246歳1

スイム野洲   1:11.691/ 7
林    典子       57・松井  節子       56・山本  正春       71・前田  雅裕       76

260歳2

チーム名   時  間

No.13 混合 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    57.26

順位
≪ 200～239歳 ≫

アスティ香流   1:08.742/ 5
伊藤  敦子       62・緒方  幸代       53・島崎  義崇       26・羽生  伸昭       61

202歳1

愛泳会　鳴海   1:17.522/ 4
佐橋  昌美       56・諏訪  真子       53・水野  克朗       47・亀山  直樹       71

227歳2

ピノス・Ｋ   1:27.892/ 2 ＊手動
尾内  俊之       64・尾崎  一志       50・澤村  明恵       43・菰野  恵子       44

201歳3

みなとＳＳ   1:29.682/ 3
青山  洋子       56・河上  悦子       61・七津角幸久       62・滝    泰一       40

219歳4

チーム名   時  間

No.13 混合 4×25mメドレーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    52.59

順位
≪ 160～199歳 ≫

ル・甚目寺   1:06.722/ 6
山田  和樹       23・舟橋  祥子       45・横井  啓二       64・石山  史織       31

163歳1

出力日時：10月23日 12:05



1 / 3

第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.23≪ 80～84歳 ≫

順位

久留島睦子 ＤＲＥＡＭ     21.641/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.06≪ 75～79歳 ≫

順位

岡島  慶子 中日ＳＣ     25.811/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.53≪ 70～74歳 ≫

順位

大門  帝子 ＡＴＳ新瀬戸     15.672/ 41

宮川  佳子 アスティ香流     20.042/ 52

三隅  照子 ＮＰＯ口論義     22.272/ 23

稲垣  陽子 津アサヒＳＳ     22.582/ 74

堀内とも子 アクトス中川     24.391/ 65

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.64≪ 65～69歳 ≫

順位

末永  邦代 上社ＳＳ     16.313/ 41

関口  貞子 ＮＰＯ口論義     17.833/ 52

杉森ひろみ ＳＣ旭     18.043/ 63

田沢  玉江 岡崎竜城ＳＣ     18.593/ 34

野村  保子 東邦ＳＳ     20.772/ 35

守屋小百合 アスティ香流     21.232/ 66

宮市みどり ル・小幡     21.873/ 17

渡邉  眞弓 ＳＣ旭     28.302/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.32≪ 60～64歳 ≫

順位

竹内詠美子 グラッセ山王     16.484/ 41

田尻  睦子 ＡＴＳ新瀬戸     17.174/ 22

武田    薫 ＳＣ旭     17.994/ 53

田邉  洋子 ル・小幡     18.104/ 34

佐野  弘美 アスティ香流     20.013/ 75

加藤  京子 ＳＣ旭     20.943/ 26

粟田  里美 ル・小幡     22.233/ 87

恒川  豊子 イトマン中村     27.154/ 68

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.07≪ 55～59歳 ≫

順位

阪口百合子 チーム５５     13.935/ 4 ･日本新1

奥田  律子 ロイヤルＳＰ     15.125/ 52

野田ひとみ 一宮酔泳部     15.715/ 33

鈴木  愛子 平針Ｓ．Ｓ     16.135/ 64

中神田佳子 アスティ香流     17.135/ 15

恒川真知美 イトマン中村     17.694/ 86

出力日時：10月23日 12:42
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.07≪ 55～59歳 ≫

順位

山下  美奈 イトマン堅田     18.215/ 27

青山  洋子 みなとＳＳ     18.695/ 78

小野谷ひとみ ル・小幡     20.634/ 79

村上ひづる イトマン中村     22.325/ 810

藤本美代子 みなとＳＳ     23.944/ 111

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.21≪ 50～54歳 ≫

順位

石原  千穂 カンピオーネ     13.836/ 41

西薗美佐代 ソノダＳＳ     16.666/ 52

岩崎  早苗 イトマン中村     18.246/ 33

落合有見子 Ｇ・ＦＩＳＨ     19.166/ 74

杉山ますみ メ・千種     19.286/ 65

杉本  香代 ＰＳＣ四日市     19.406/ 26

岩田  明己 メ・千種     19.837/ 87

内藤  晴美 イトマン中村     21.466/ 18

田中  公子 ピノス・Ｋ     23.116/ 89

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.58≪ 45～49歳 ≫

順位

西津菜穂子 ＫＬ春日井     13.427/ 41

工藤  遵江 Ｇ・ＦＩＳＨ     13.857/ 52

中河  紀子 メ・千種     15.867/ 63

太田  奈穂 ＪＳＳ松阪     16.067/ 34

寺田  えみ コナミ鳴海     18.547/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.25≪ 40～44歳 ≫

順位

大森  牧子 ＴＩＰ上飯田     16.918/ 11

野田  朋代 トップＳＣ     17.657/ 72

左草  直美 Ｚ－Ｓｗｉｍ     17.787/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.42≪ 35～39歳 ≫

順位

寺田  友香 ル・小幡     15.138/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.54≪ 30～34歳 ≫

順位

石山  史織 ル・甚目寺     13.618/ 51

古川  沙織 コナミ心斎橋     14.158/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.23≪ 25～29歳 ≫

順位

長谷川菜月 ＣＭＣ－ＳＣ     12.718/ 41

出力日時：10月23日 12:42
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.23≪ 25～29歳 ≫

順位

林    万裕 名鉄ＳＳ半田     14.398/ 62

田中  里佳 みなとＳＳ     16.588/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.14 女子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.91≪ 18～24歳 ≫

順位

遠山  美咲 Team BATSU1     14.328/ 21

出力日時：10月23日 12:42
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.30≪ 80～84歳 ≫

順位

神谷  正保 毎日Ｍ・ＳＣ     16.461/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.62≪ 75～79歳 ≫

順位

中島  和夫 ル・岐阜     15.181/ 71

水谷  泰二 ＤＲＥＡＭ     16.101/ 42

堀部  榮一 ＤＲＥＡＭ     20.451/ 13

西島  敬二 コナミ鈴鹿     20.571/ 64

斉木  征男 スイム野洲     20.901/ 25

木村    勇 四日市ＳＣ     23.881/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.08≪ 70～74歳 ≫

順位

尾崎  枡男 コナミ豊田     16.962/ 31

鷲野  季弘 中京清泳会     17.132/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.63≪ 65～69歳 ≫

順位

近藤  弘受 名古屋ＳＣ     14.642/ 41

浅野    真 ＡＴＳ新瀬戸     15.162/ 52

水谷  芳秋 コナミ鈴鹿     17.042/ 63

鶴田  重實 アスティ香流     21.392/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.14≪ 60～64歳 ≫

順位

福島  英文 ＢＩＧ桑名     16.843/ 71

尾内  俊之 ピノス・Ｋ     17.913/ 22

栗林    誠 グンゼスカイ     19.943/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.64≪ 55～59歳 ≫

順位

林  茂登司 ロイヤルＳＰ     13.143/ 41

梅原  孝幸 グンゼスカイ     14.573/ 52

上野  晶生 津アサヒＳＳ     16.763/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.19≪ 50～54歳 ≫

順位

宮内  直人 アスティ大府     16.713/ 31

尾崎  一志 ピノス・Ｋ     18.643/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.14≪ 45～49歳 ≫

順位

栗木  雅弘 サムシング     12.494/ 41

出力日時：10月23日 12:46
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.14≪ 45～49歳 ≫

順位

西井    剛 コパンＳＳ     13.024/ 62

神野  匡司 アクトス一宮     13.514/ 33

宮川  博之 コナミ豊田     14.244/ 54

野々山建二 ＳＰ陽だまり     14.454/ 25

西川  桂司 サムシング     17.754/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.59≪ 40～44歳 ≫

順位

永井  伸和 ル・岐阜     14.015/ 21

内山  和典 岡崎竜城ＳＣ     14.715/ 12

近藤  昭市 四日市ＳＣ     14.785/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.66≪ 35～39歳 ≫

順位

白井  尋也 ＡＱＵＡＪＰ     12.515/ 41

大西  健太 NOTS Japan     13.365/ 52

杉本  幸一 NOTS Japan     13.985/ 33

安藤  宏一 ル・甚目寺     15.995/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　     9.97≪ 25～29歳 ≫

順位

三輪    聡 3LOVERS     11.366/ 51

安田  学央 グラッセ山王     11.996/ 42

竹田  英知 Team BATSU1     12.396/ 63

清水  秀一 3LOVERS     12.796/ 14

溝口  拓哉 ル・甚目寺     13.556/ 25

岩尾  満大 3LOVERS     14.916/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.15 男子 25m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.28≪ 18～24歳 ≫

順位

光岡  祐輝 ＡＱＵＡＪＰ     12.986/ 71

牧野  拓磨 岡崎竜城ＳＣ     13.036/ 32

出力日時：10月23日 12:46
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    20.01≪ 75～79歳 ≫

順位

岡    壽子 ＳＣ旭     27.721/ 61

松嶋  笑子 国府宮ＳＣ     32.641/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.41≪ 70～74歳 ≫

順位

廣田百合子 ハンドレッド     21.941/ 41

畑中  靖子 ル・小幡     25.551/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.53≪ 65～69歳 ≫

順位

松本  静子 クリオネ１３     22.562/ 21

鴨下  直巳 岡崎竜城ＳＣ     23.192/ 72

安保久美子 コナミ鈴鹿     24.561/ 53

西尾  朱美 ル・小幡     25.681/ 14

守屋小百合 アスティ香流     26.521/ 35

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.21≪ 60～64歳 ≫

順位

渡辺  桂子 岡崎竜城ＳＣ     19.882/ 51

髙木ともみ Ｇ・ＦＩＳＨ     19.932/ 42

三浦  晴子 ＤＲＥＡＭ     20.832/ 63

田尻  睦子 ＡＴＳ新瀬戸     21.762/ 34

伊藤  敦子 アスティ香流     22.082/ 15

森    幸子 アスティ香流     25.442/ 86

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.52≪ 55～59歳 ≫

順位

小笠原ひとみ ＴＩＰ上飯田     20.543/ 21

島田  彩子 コナミ豊田     20.593/ 62

玉置  元恵 ル・小幡     21.193/ 53

丹羽  好枝 ＮＰＯ口論義     21.603/ 34

伊藤  由美 イトマン中村     26.553/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.27≪ 50～54歳 ≫

順位

山本  真澄 チーム５５     18.584/ 31

湯浅  貴美 平針Ｓ．Ｓ     19.314/ 22

坂崎  みき ＰＳＣ四日市     20.274/ 13

三浦  公美 アクトス安城     23.613/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.75≪ 45～49歳 ≫

順位

服部  美砂 Ｇ・ＦＩＳＨ     17.884/ 41

佐藤みゆき All Outs     19.024/ 52

出力日時：10月23日 13:04
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.75≪ 45～49歳 ≫

順位

五反分由美 Ｇ・ＦＩＳＨ     19.494/ 63

山下  宏恵 クリオネ１３     20.604/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.16 女子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.78≪ 40～44歳 ≫

順位

宮川  富子 コナミ鳴海     24.104/ 81

出力日時：10月23日 13:04
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.58≪ 80～84歳 ≫

順位

日比野寿男 愛泳会　鳴海     20.451/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.75≪ 75～79歳 ≫

順位

堀部  榮一 ＤＲＥＡＭ     23.111/ 71

麦谷  一紀 コナミ杁中     24.531/ 22

木村    勇 四日市ＳＣ     34.101/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.37≪ 70～74歳 ≫

順位

村田  和夫 東邦ＳＳ     18.891/ 41

加藤六十二 ＰＳＣ四日市     21.711/ 62

柴田  政人 ＴＩＰ上飯田     24.131/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.87≪ 65～69歳 ≫

順位

浅野    真 ＡＴＳ新瀬戸     19.231/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.46≪ 60～64歳 ≫

順位

坂本    勝 コナミ豊田     20.002/ 21

川口  浩君 ル・熱田     20.032/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.74≪ 55～59歳 ≫

順位

横井  鎮司 Team BATSU1     15.422/ 41

花井  俊一 みなとＳＳ     17.592/ 62

森山    敦 エスポ     20.182/ 13

小林  浩充 サーラ豊橋     20.452/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.55≪ 50～54歳 ≫

順位

松下    徹 Ｇ・ＦＩＳＨ     16.182/ 51

山下    聡 ＡＰＳＣ     18.892/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.70≪ 40～44歳 ≫

順位

柴田  浩史 アクア北     14.833/ 41

竹境    司 岡崎竜城ＳＣ     17.963/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.27≪ 35～39歳 ≫

順位

吉崎  孝典 NOTS Japan     15.343/ 31

出力日時：10月23日 13:05
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.27≪ 35～39歳 ≫

順位

藤原  陽介 名古屋ＳＣ     16.043/ 22

宮地  貴行 Ｇ・ＦＩＳＨ     17.413/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.02≪ 30～34歳 ≫

順位

坂田  和博 ＴＩＰ宝塚     17.073/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.17 男子 25m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.87≪ 25～29歳 ≫

順位

稲熊  泰明 Team BATSU1     14.553/ 61

犬飼  正寛 ＢＩＧ桑名     18.763/ 52

出力日時：10月23日 13:05
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.95≪ 70～74歳 ≫

順位

稲垣  陽子 津アサヒＳＳ     34.901/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.95≪ 65～69歳 ≫

順位

前川  勝美 サンスポーツ     22.941/ 41

佐野  資子 アスティ大府     24.221/ 52

北村  里美 ＡＴＳ新瀬戸     24.571/ 63

寺田かおり 岡崎竜城ＳＣ     25.341/ 34

山田  伸代 国府宮ＳＣ     31.621/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.89≪ 60～64歳 ≫

順位

山崎  幸子 イトマン中村     22.202/ 51

村瀬  純子 国府宮ＳＣ     22.372/ 42

冨田  春美 ＳＣ旭     25.842/ 63

加藤  京子 ＳＣ旭     26.652/ 34

野田  和子 中日ＳＣ     27.712/ 25

金田八重美 ル・小幡     28.522/ 16

河上  悦子 みなとＳＳ     32.122/ 77

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.71≪ 55～59歳 ≫

順位

松井  節子 スイム野洲     17.303/ 41

大塚  春枝 一宮酔泳部     20.493/ 52

伊藤  由美 イトマン中村     22.623/ 33

佐藤岐代子 コナミ鈴鹿     29.693/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.24≪ 50～54歳 ≫

順位

湯浅  貴美 平針Ｓ．Ｓ     19.054/ 41

小見山厚子 アクトス八事     20.314/ 52

橋本  裕子 ＰＳＣ四日市     22.504/ 33

内藤  晴美 イトマン中村     24.474/ 74

三浦  公美 アクトス安城     24.564/ 15

桑原  結花 アクアリング     25.464/ 26

岩崎  早苗 イトマン中村     26.553/ 67

田中  公子 ピノス・Ｋ     32.803/ 78

出力日時：10月23日 13:13
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.95≪ 70～74歳 ≫

順位

稲垣  陽子 津アサヒＳＳ     34.901/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.95≪ 65～69歳 ≫

順位

前川  勝美 サンスポーツ     22.941/ 41

佐野  資子 アスティ大府     24.221/ 52

北村  里美 ＡＴＳ新瀬戸     24.571/ 63

寺田かおり 岡崎竜城ＳＣ     25.341/ 34

山田  伸代 国府宮ＳＣ     31.621/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.89≪ 60～64歳 ≫

順位

山崎  幸子 イトマン中村     22.202/ 51

村瀬  純子 国府宮ＳＣ     22.372/ 42

冨田  春美 ＳＣ旭     25.842/ 63

加藤  京子 ＳＣ旭     26.652/ 34

野田  和子 中日ＳＣ     27.712/ 25

金田八重美 ル・小幡     28.522/ 16

河上  悦子 みなとＳＳ     32.122/ 77

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.71≪ 55～59歳 ≫

順位

松井  節子 スイム野洲     17.303/ 41

大塚  春枝 一宮酔泳部     20.493/ 52

伊藤  由美 イトマン中村     22.623/ 33

佐藤岐代子 コナミ鈴鹿     29.693/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.18 女子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.24≪ 50～54歳 ≫

順位

湯浅  貴美 平針Ｓ．Ｓ     19.054/ 41

小見山厚子 アクトス八事     20.314/ 52

諏訪  真子 愛泳会　鳴海     22.434/ 63

橋本  裕子 ＰＳＣ四日市     22.504/ 34

内藤  晴美 イトマン中村     24.474/ 75

三浦  公美 アクトス安城     24.564/ 16

桑原  結花 アクアリング     25.464/ 27

岩崎  早苗 イトマン中村     26.553/ 68

田中  公子 ピノス・Ｋ     32.803/ 79

出力日時：10月23日 13:18
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    19.41≪ 85～89歳 ≫

順位

加藤    剛 四日市ＳＣ     29.751/ 21

今泉  禎泰 ル・小幡     33.891/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    18.38≪ 80～84歳 ≫

順位

浅倉  靖雄 アクトス安城     20.881/ 31

都嶋    保 中京清泳会     23.171/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    17.68≪ 75～79歳 ≫

順位

浅井  達男 ＤＲＥＡＭ     17.871/ 41

前田  雅裕 スイム野洲     20.541/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.20≪ 70～74歳 ≫

順位

西村  賢司 ＭＫ三重川越     20.872/ 61

林    敏男 中京清泳会     21.072/ 32

尾崎  枡男 コナミ豊田     21.622/ 53

末廣  裕文 アクトス八事     22.072/ 24

熊野    識 中京清泳会     22.292/ 45

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.32≪ 65～69歳 ≫

順位

豊島  博昭 一宮酔泳部     17.013/ 41

森川    昇 四日市ＳＣ     19.043/ 32

前田  博司 イトマン草津     22.693/ 73

廣瀬    哲 岡崎竜城ＳＣ     24.753/ 24

芦原  憲司 ル・小幡     28.863/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.09≪ 60～64歳 ≫

順位

西村  好一 クリオネ１３     18.933/ 51

七津角幸久 みなとＳＳ     20.613/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.87≪ 55～59歳 ≫

順位

大原  久司 アサヒ千里     18.464/ 81

山田  守彦 ＢＩＧアミ     20.034/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.09≪ 50～54歳 ≫

順位

橋本  秀行 セ・ポート     14.404/ 41

稲吉  正浩 アスティ大府     15.474/ 32

出力日時：10月23日 13:20
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.09≪ 50～54歳 ≫

順位

水谷  有樹 ＢＩＧ桑名     16.344/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.33≪ 45～49歳 ≫

順位

宮川  博之 コナミ豊田     17.944/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.94≪ 40～44歳 ≫

順位

澤    敦士 セブン・Ａ     15.894/ 51

鳴海  博之 アクア北     16.404/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.82≪ 35～39歳 ≫

順位

森下  智弘 エスポ     15.095/ 61

永井    亨 ＡＴＳ新瀬戸     16.355/ 22

西田  将之 アクア北     16.795/ 13

滝岡  優男 NOTS Japan     19.165/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.67≪ 25～29歳 ≫

順位

小林  達矢 グラッセ山王     14.775/ 31

安田  学央 グラッセ山王     14.825/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.19 男子 25m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.68≪ 18～24歳 ≫

順位

沖田  浩俊 岡崎竜城ＳＣ     13.145/ 41

牧野  拓磨 岡崎竜城ＳＣ     17.795/ 82

出力日時：10月23日 13:20
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.90≪ 70～74歳 ≫

順位

野田  敏枝 ＤＲＥＡＭ     20.111/ 41

廣田百合子 ハンドレッド     28.501/ 32

櫻井  都子 ＳＣ旭     28.781/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.16≪ 65～69歳 ≫

順位

小林すみ子 ＤＲＥＡＭ     16.292/ 41

伊藤寿満子 ＳＣ旭     21.222/ 32

関口  貞子 ＮＰＯ口論義     23.822/ 63

魚住  郁子 ＴＩＰ上飯田     30.102/ 14

大本  幸子 アクトス安城     31.682/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    15.50≪ 60～64歳 ≫

順位

水野  寿子 ル・小幡     26.183/ 71

蟹江  洋子 アクトス安城     26.193/ 22

恒川  豊子 イトマン中村     36.183/ 43

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.51≪ 55～59歳 ≫

順位

川口ひろみ ＰＳＣ四日市     16.534/ 41

小笠原ひとみ ＴＩＰ上飯田     16.984/ 52

林    典子 スイム野洲     17.524/ 33

野田ひとみ 一宮酔泳部     17.574/ 64

玉置  元恵 ル・小幡     19.714/ 75

加藤  幾恵 ＮＰＯ口論義     21.003/ 66

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.04≪ 50～54歳 ≫

順位

澤井  亜弓 メ・千種     17.704/ 21

杉山ますみ メ・千種     21.545/ 82

杉本  香代 ＰＳＣ四日市     23.804/ 13

岩田  明己 メ・千種     24.154/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.69≪ 45～49歳 ≫

順位

西津菜穂子 ＫＬ春日井     13.715/ 41

池田  賀子 ＳＣ旭     15.565/ 32

加藤  育子 中日ＳＣ     15.815/ 53

山口由美代 Ｄ放出ＳＣ     17.225/ 24

浅田真喜子 アクアリング     18.185/ 65

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.22≪ 40～44歳 ≫

順位

出力日時：10月23日 13:26



2 / 2

第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.22≪ 40～44歳 ≫

順位

大森  牧子 ＴＩＰ上飯田     18.646/ 31

野田  朋代 トップＳＣ     19.986/ 22

柳川  朋子 アクアリング     21.056/ 63

澤村  明恵 ピノス・Ｋ     22.496/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.20 女子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.59≪ 25～29歳 ≫

順位

田中  里佳 みなとＳＳ     17.276/ 71

出力日時：10月23日 13:26
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    16.58≪ 80～84歳 ≫

順位

佐藤    軒 東邦ＳＳ     18.901/ 61

中村  伯男 スイム野洲     23.881/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.54≪ 75～79歳 ≫

順位

榎原  和彦 ＢＩＧアミ     15.981/ 41

前田  雅裕 スイム野洲     18.951/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    14.02≪ 70～74歳 ≫

順位

谷    新治 ＢＩＧ桑名     24.911/ 81

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.70≪ 65～69歳 ≫

順位

川尻  光男 桑名水ク     15.681/ 31

川合  康雄 サムシング     17.391/ 52

水谷  芳秋 コナミ鈴鹿     21.631/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    13.23≪ 60～64歳 ≫

順位

神谷    忠 中京清泳会     14.752/ 41

朝比奈  隆 一宮酔泳部     17.872/ 32

横井  啓二 ル・甚目寺     18.272/ 63

西村  好一 クリオネ１３     18.392/ 54

天春  英時 ＴＩＰ上飯田     22.322/ 25

冨田    誠 ＴＩＰ上飯田     39.452/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.74≪ 55～59歳 ≫

順位

加藤  龍典 エスポ     16.963/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    12.26≪ 50～54歳 ≫

順位

倉田    修 みなとＳＳ     13.353/ 41

児島  真一 みなとＳＳ     14.203/ 52

前野  貴久 Ｓｈｏｋｋｉ     14.453/ 33

浅田  等司 アクアリング     16.473/ 64

林      誠 ル・岐阜     16.933/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.80≪ 45～49歳 ≫

順位

伊藤  達志 名古屋ＳＣ     14.194/ 51

神野  匡司 アクトス一宮     14.984/ 22

出力日時：10月23日 13:31
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.80≪ 45～49歳 ≫

順位

水野  克朗 愛泳会　鳴海     16.213/ 83

髙橋  利久 名鉄ＳＳ半田     17.083/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.32≪ 40～44歳 ≫

順位

丹下  正己 コナミ杁中     13.854/ 41

清水  克真 津アサヒＳＳ     18.504/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    11.26≪ 35～39歳 ≫

順位

福嶋    武 All Outs     15.744/ 71

安藤  宏一 ル・甚目寺     20.894/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.21 男子 25mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    10.97≪ 25～29歳 ≫

順位

福山  航太 メ・千種     13.804/ 61

出力日時：10月23日 13:31
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.22 混合 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    59.36

順位
≪ 280～319歳 ≫

ＤＲＥＡＭ   1:02.071/ 2
浅井  達男       76・野田  敏枝       74・水谷  泰二       78・徳野久美子       59

287歳1

チーム名   時  間

No.22 混合 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    54.01

順位
≪ 240～279歳 ≫

愛泳会　鳴海   1:13.651/ 3
溝口    柾       70・長谷川タツエ     65・大脇  葉子       57・日比野寿男       80

272歳1

チーム名   時  間

No.22 混合 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    49.71

順位
≪ 200～239歳 ≫

ＡＴＳ新瀬戸   1:00.551/ 5
永井    亨       37・大門  帝子       73・田尻  睦子       60・浅野    真       65

235歳1

愛泳会　鳴海   1:04.791/ 4
亀山  直樹       71・諏訪  真子       53・葛島  紀子       56・水野  克朗       47

227歳2

ピノス・Ｋ   1:16.221/ 6
尾内  俊之       64・田中  公子       52・尾崎  一志       50・喜田  恵理       54

220歳3

チーム名   時  間

No.22 混合 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    47.07

順位
≪ 160～199歳 ≫

ＡＰＳＣ     55.182/ 3
志賀  静代       48・潮田健太郎       49・太田  香織       33・太田    実       34

164歳1

ＭＫ三重川越     55.902/ 4
石川  実優       24・後藤  友紀       30・小林  幹幸       55・廣田  廣宣       56

165歳2

アスティ香流     59.572/ 5
浅井  正司       52・岩本  麻美       54・中神田佳子       59・島崎  義崇       26

191歳3

チーム名   時  間

No.22 混合 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    45.23

順位
≪ 119歳以下 ≫

グラッセ山王     52.432/ 6
家田  彩加       22・小林  達矢       25・加藤  亜味       26・安田  学央       28

101歳1

出力日時：10月23日 13:56
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    37.67
日本記録　    40.24≪ 80～84歳 ≫

順位

久留島睦子 ＤＲＥＡＭ     53.631/ 51

黒柳  光子 ＢＩＧアミ   1:01.791/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    34.58
日本記録　    35.41≪ 75～79歳 ≫

順位

岡島  慶子 中日ＳＣ     57.721/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    33.34
日本記録　    33.36≪ 70～74歳 ≫

順位

大門  帝子 ＡＴＳ新瀬戸     35.022/ 41

三隅  照子 ＮＰＯ口論義     47.882/ 12

林    昌子 ル・小幡     52.311/ 63

大平  淑子 中日ＳＣ     53.502/ 84

堀内とも子 アクトス中川     57.871/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    30.79
日本記録　    32.28≪ 65～69歳 ≫

順位

末永  邦代 上社ＳＳ     36.942/ 51

伊藤寿満子 ＳＣ旭     40.632/ 32

前川  勝美 サンスポーツ     40.702/ 23

北村  里美 ＡＴＳ新瀬戸     45.252/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    29.23
日本記録　    30.93≪ 60～64歳 ≫

順位

佐伯  悦子 コナミ鳴海     37.633/ 41

青山  典子 ＢＩＧアミ     38.853/ 52

野田  和子 中日ＳＣ     47.513/ 33

冨田  春美 ＳＣ旭     48.143/ 14

常盤  悦子 クリオネ１３     48.433/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    27.81
日本記録　    30.93≪ 55～59歳 ≫

順位

阪口百合子 チーム５５     30.454/ 5 ･日本新1

森    政子 コナミ鳴海     36.114/ 62

成瀬  弘美 ＢＩＧ東海     40.834/ 73

山下  美奈 イトマン堅田     41.154/ 14

正木みどり アクトス八事     43.794/ 85

山際  初美 メッツＦＣ     47.123/ 66

筑紫恵美子 アスティ香流     47.373/ 27

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.27
日本記録　    29.16≪ 50～54歳 ≫

順位

石原  千穂 カンピオーネ     30.374/ 41

中野美有紀 岡崎竜城ＳＣ     32.704/ 32

出力日時：10月23日 14:14
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.27
日本記録　    29.16≪ 50～54歳 ≫

順位

山本  真澄 チーム５５     34.394/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.37
日本記録　    27.46≪ 45～49歳 ≫

順位

岡本  明子 イトマン大津     30.255/ 51

工藤  遵江 Ｇ・ＦＩＳＨ     30.315/ 42

山口由美代 Ｄ放出ＳＣ     33.675/ 33

志賀  静代 ＡＰＳＣ     33.815/ 74

浅田真喜子 アクアリング     35.355/ 65

松下  文美 ＢＩＧアミ     36.725/ 26

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.02
日本記録　    26.75≪ 40～44歳 ≫

順位

佐藤  麻琴 ＢＩＧ東海     31.396/ 51

菰野  恵子 ピノス・Ｋ     38.676/ 72

倉知  尚美 ＢＩＧアミ     40.116/ 13

宮川  富子 コナミ鳴海     41.555/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.10
日本記録　    26.36≪ 35～39歳 ≫

順位

宮嶋  紀子 ＡＱＵＡＪＰ     32.216/ 21

久保  恵理 ＫＬ春日井     33.806/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.17
日本記録　    25.57≪ 30～34歳 ≫

順位

石山  史織 ル・甚目寺     29.966/ 41

後藤  友紀 ＭＫ三重川越     32.366/ 32

森  ナオミ エスポ     45.336/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.42
日本記録　    25.42≪ 25～29歳 ≫

順位

加藤  亜味 グラッセ山王     30.297/ 31

林    万裕 名鉄ＳＳ半田     31.287/ 62

加藤わかな グラッセ山王     32.887/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.23 女子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    26.06≪ 18～24歳 ≫

順位

石川  実優 ＭＫ三重川越     28.747/ 51

大石  恵梨 中京清泳会     30.767/ 42

遠山  美咲 Team BATSU1     30.847/ 23

鈴木  麻友 国府宮ＳＣ     31.287/ 84

家田  彩加 グラッセ山王     31.427/ 75

出力日時：10月23日 14:14
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    32.14
日本記録　    32.61≪ 80～84歳 ≫

順位

中村  伯男 スイム野洲     44.711/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    30.15
日本記録　    31.10≪ 75～79歳 ≫

順位

中島  和夫 ル・岐阜     34.481/ 41

水谷  泰二 ＤＲＥＡＭ     35.711/ 52

麦谷  一紀 コナミ杁中     43.881/ 33

西島  敬二 コナミ鈴鹿     47.511/ 24

斉木  征男 スイム野洲     49.011/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.88
日本記録　    28.59≪ 70～74歳 ≫

順位

山本  正春 スイム野洲     33.992/ 31

溝口    柾 愛泳会　鳴海     34.062/ 52

藤田  義雄 コナミ鳴海     39.662/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.62
日本記録　    27.47≪ 65～69歳 ≫

順位

川尻  光男 桑名水ク     31.992/ 71

加藤  哲宏 中京清泳会     33.093/ 42

東    重幸 アクトス安城     36.613/ 53

内田桂太郎 岡崎竜城ＳＣ     38.472/ 64

加藤    忠 ＡＴＳ四日市     38.743/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.90
日本記録　    26.54≪ 60～64歳 ≫

順位

羽生  伸昭 アスティ香流     35.173/ 31

近藤  末雄 ＡＱＵＡＪＰ     37.473/ 62

天春  英時 ＴＩＰ上飯田     44.393/ 13

栗林    誠 グンゼスカイ     44.823/ 74

冨田    誠 ＴＩＰ上飯田     59.653/ 85

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.51
日本記録　    24.51≪ 55～59歳 ≫

順位

林  茂登司 ロイヤルＳＰ     29.364/ 51

新井  秀恭 エスポ     29.544/ 42

坂野  仁一 コナミ鳴海     31.024/ 33

杉本  克司 アクアリング     32.544/ 24

梅原  孝幸 グンゼスカイ     33.214/ 75

山本  勝美 アスティ八田     33.744/ 16

加藤  龍典 エスポ     34.825/ 67

道端  良一 メッツＦＣ     35.364/ 88

上野  晶生 津アサヒＳＳ     36.675/ 29

出力日時：10月23日 14:30
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.38
日本記録　    23.96≪ 50～54歳 ≫

順位

木下  寛庸 豊川禅水会     28.546/ 51

奥﨑  晋宏 エスポ     29.306/ 32

青木    勝 イトマン守山     29.706/ 63

浅田  等司 アクアリング     33.525/ 34

相田  一成 コナミ杁中     33.555/ 45

浅井  正司 アスティ香流     36.005/ 56

高木  康雄 ＢＳＪ     36.705/ 77

田川  将史 名古屋ＳＣ     40.995/ 18

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.54
日本記録　    24.02≪ 45～49歳 ≫

順位

栗木  雅弘 サムシング     27.457/ 41

西井    剛 コパンＳＳ     28.087/ 32

秋谷  清治 館林水協     28.457/ 53

宮田  雅章 ル・岐阜     30.887/ 74

八田  繁行 ＫＬ春日井     31.627/ 25

廣瀬  賢二 津アサヒＳＳ     31.717/ 66

野々山建二 ＳＰ陽だまり     31.766/ 27

西川  桂司 サムシング     38.946/ 88

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    23.05
日本記録　    23.36≪ 40～44歳 ≫

順位

亀井  政宏 中京清泳会     25.758/ 41

滝    泰一 みなとＳＳ     29.738/ 62

清水  克真 津アサヒＳＳ     33.657/ 13

近藤  昭市 四日市ＳＣ     33.708/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.53
日本記録　    23.15≪ 35～39歳 ≫

順位

松本  和樹 豊川禅水会     25.949/ 41

岡田  弘法 Ｔｅａｍ零     26.679/ 52

日下  典彦 Ｔｅａｍ零     27.229/ 33

土館  泰裕 Ｔｅａｍ零     27.279/ 24

瀧川  忠如 名古屋ＳＣ     27.288/ 35

白井  尋也 ＡＱＵＡＪＰ     27.518/ 56

宮地  貴行 Ｇ・ＦＩＳＨ     29.408/ 27

大西  健太 NOTS Japan     29.948/ 78

福嶋    武 All Outs     31.778/ 19

竹内  直行 Ｔｅａｍ零    出２9/ 6   

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.59
日本記録　    22.51≪ 30～34歳 ≫

順位

石田  太一 みなもＳＴ     26.929/ 71

谷津    孝 ル・甚目寺     28.609/ 12

出力日時：10月23日 14:30
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.37
日本記録　    22.30≪ 25～29歳 ≫

順位

三輪    聡 3LOVERS     25.3410/ 51

竹田  英知 Team BATSU1     26.4310/ 32

溝口  拓哉 ル・甚目寺     29.7710/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.24 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    22.35≪ 18～24歳 ≫

順位

小松原  祐 アスティ八田     23.205/ 81

清水    将 桑名水ク     25.3410/ 42

宮地  立樹 白鯨会     27.3810/ 63

宮地  崇仁 白鯨会     29.4910/ 24

光岡  祐輝 ＡＱＵＡＪＰ     30.0110/ 85

出力日時：10月23日 14:30
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    37.50
日本記録　    39.79≪ 70～74歳 ≫

順位

宮川  佳子 アスティ香流     56.291/ 21

田中三千子 ＳＣ旭   1:01.721/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.58
日本記録　    37.63≪ 65～69歳 ≫

順位

三浦    泉 上社ＳＳ     44.411/ 41

鴨下  直巳 岡崎竜城ＳＣ     50.641/ 52

神谷寿美子 アクトス安城     52.851/ 63

大本  幸子 アクトス安城   1:05.691/ 84

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.01
日本記録　    36.38≪ 60～64歳 ≫

順位

髙木ともみ Ｇ・ＦＩＳＨ     44.052/ 61

渡辺  桂子 岡崎竜城ＳＣ     44.982/ 32

田邉  洋子 ル・小幡     48.692/ 83

土田ますみ トップＳＣ     54.691/ 34

蟹江  洋子 アクトス安城   1:00.611/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.12
日本記録　    34.87≪ 55～59歳 ≫

順位

川口ひろみ ＰＳＣ四日市     39.352/ 41

丹羽  好枝 ＮＰＯ口論義     47.142/ 72

佐橋  昌美 愛泳会　鳴海     49.772/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.27
日本記録　    32.63≪ 50～54歳 ≫

順位

安藤  悦子 ＢＩＧアミ     43.052/ 51

坂崎  みき ＰＳＣ四日市     43.762/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.25
日本記録　    31.69≪ 45～49歳 ≫

順位

佐藤  洋子 ＢＩＧ東海     37.563/ 21

今澤  美鈴 ＢＩＧ東海     46.903/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.84
日本記録　    30.99≪ 40～44歳 ≫

順位

宇佐美愛子 オリンピア     35.863/ 61

宮下  時子 ＢＩＧ東海     46.333/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.43
日本記録　    27.43≪ 30～34歳 ≫

順位

岡野  有香 メッツＦＣ     34.993/ 41

太田  香織 ＡＰＳＣ     38.653/ 72

出力日時：10月23日 14:37
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.25 女子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.88
日本記録　    27.88≪ 25～29歳 ≫

順位

岩川  令奈 名古屋ＳＣ     36.053/ 51

出力日時：10月23日 14:37
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.51
日本記録　    36.58≪ 75～79歳 ≫

順位

徳力  周世 ＭＫ三重川越     51.181/ 81

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.51
日本記録　    35.39≪ 70～74歳 ≫

順位

神谷    誠 アクトス安城     44.951/ 31

伊藤    健 メッツＦＣ     45.781/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.34
日本記録　    31.95≪ 65～69歳 ≫

順位

楠本  真人 中日ＳＣ     40.661/ 51

内田桂太郎 岡崎竜城ＳＣ     49.261/ 12

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.64
日本記録　    30.50≪ 60～64歳 ≫

順位

八木  勝彦 エスポ     34.021/ 41

川口  浩君 ル・熱田     44.401/ 22

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.12
日本記録　    29.02≪ 55～59歳 ≫

順位

廣田  廣宣 ＭＫ三重川越     39.062/ 11

花井  俊一 みなとＳＳ     39.402/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    26.69
日本記録　    27.73≪ 50～54歳 ≫

順位

牧野    靖 岡崎竜城ＳＣ     30.502/ 41

松下    徹 Ｇ・ＦＩＳＨ     34.992/ 62

発知  良介 岡崎竜城ＳＣ     36.902/ 73

土橋  靖史 メッツＦＣ     37.642/ 24

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    26.62
日本記録　    27.08≪ 45～49歳 ≫

順位

黒田  研二 ＭＫ三重川越     32.242/ 51

潮田健太郎 ＡＰＳＣ     35.042/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    25.53
日本記録　    26.59≪ 40～44歳 ≫

順位

岩村  憲治 岡崎竜城ＳＣ     28.693/ 41

柴田  浩史 アクア北     31.883/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    25.72
日本記録　    26.36≪ 35～39歳 ≫

順位

吉崎  孝典 NOTS Japan     33.953/ 71

出力日時：10月23日 14:42



2 / 2

第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    24.55
日本記録　    25.00≪ 25～29歳 ≫

順位

熊木  淳一 3LOVERS     29.083/ 51

加藤  誠基 3LOVERS     30.003/ 12

稲熊  泰明 Team BATSU1     30.503/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.26 男子 50m背泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    24.78≪ 18～24歳 ≫

順位

山田  和樹 ル・甚目寺     31.453/ 21

出力日時：10月23日 14:42
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    46.48
日本記録　    46.48≪ 80～84歳 ≫

順位

六角  久世 ＳＣ旭   1:28.511/ 81

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    43.79
日本記録　    43.79≪ 75～79歳 ≫

順位

加藤  良子 ＴＩＰ上飯田   1:03.021/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    42.80
日本記録　    42.80≪ 70～74歳 ≫

順位

野田  敏枝 ＤＲＥＡＭ     54.271/ 61

須藤  勝子 ＢＩＧアミ     55.371/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    40.90
日本記録　    40.90≪ 65～69歳 ≫

順位

寺田かおり 岡崎竜城ＳＣ     55.711/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    38.38
日本記録　    41.08≪ 60～64歳 ≫

順位

西    淳子 岡崎竜城ＳＣ     54.271/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    36.29
日本記録　    38.16≪ 55～59歳 ≫

順位

松井  節子 スイム野洲     38.312/ 41

大塚  春枝 一宮酔泳部     45.462/ 32

加藤  幾恵 ＮＰＯ口論義     53.242/ 73

成瀬  弘美 ＢＩＧ東海     54.752/ 14

藤本美智恵 イトマン中村     57.292/ 85

下山  昌代 アスティ香流   1:02.341/ 76

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.96
日本記録　    36.29≪ 50～54歳 ≫

順位

緒方  幸代 アスティ香流     43.563/ 61

今井  照代 チーム５５     44.923/ 32

岩本  麻美 アスティ香流     45.343/ 23

小見山厚子 アクトス八事     46.742/ 64

加藤  千景 アスティ大府     46.932/ 25

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.81
日本記録　    35.92≪ 45～49歳 ≫

順位

今泉小百合 岡崎竜城ＳＣ     43.683/ 51

志賀  静代 ＡＰＳＣ     45.253/ 12

舟橋  祥子 ル・甚目寺     47.043/ 83

出力日時：10月23日 14:48
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    32.20
日本記録　    35.21≪ 40～44歳 ≫

順位

川井  裕加 メ・千種     36.613/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.27 女子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    32.98≪ 18～24歳 ≫

順位

木村  萌香 白鯨会     40.843/ 71

出力日時：10月23日 14:48
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    44.47
日本記録　    44.47≪ 85～89歳 ≫

順位

加藤    剛 四日市ＳＣ   1:13.661/ 11

今泉  禎泰 ル・小幡   1:14.561/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    39.04
日本記録　    39.04≪ 75～79歳 ≫

順位

浅井  達男 ＤＲＥＡＭ     41.281/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    35.53
日本記録　    35.85≪ 70～74歳 ≫

順位

林    敏男 中京清泳会     46.311/ 61

西村  賢司 ＭＫ三重川越     46.691/ 22

熊野    識 中京清泳会     49.381/ 53

谷口    修 コパンＳＳ     49.591/ 34

末廣  裕文 アクトス八事     51.201/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    33.86
日本記録　    33.86≪ 65～69歳 ≫

順位

青山    実 一宮酔泳部     40.542/ 41

久米  一秋 アクトス一宮     43.302/ 62

森川    昇 四日市ＳＣ     43.502/ 33

松本  一喜 中日ＳＣ     50.352/ 74

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    31.51
日本記録　    33.64≪ 60～64歳 ≫

順位

七津角幸久 みなとＳＳ     46.013/ 71

吉田  雅光 ＴＩＰ上飯田     56.603/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    30.41
日本記録　    32.94≪ 55～59歳 ≫

順位

松浦    輝 津アサヒＳＳ     37.323/ 41

大原  久司 アサヒ千里     44.563/ 22

山田  守彦 ＢＩＧアミ     45.283/ 63

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    29.84
日本記録　    31.17≪ 50～54歳 ≫

順位

橋本  秀行 セ・ポート     32.154/ 41

山崎  秀路 名学院敬愛会     32.264/ 52

石村  勝利 コナミ香里園     35.654/ 33

五島  克己 中京清泳会     40.394/ 64

松浦    勉 名古屋ＳＣ     42.984/ 85

加藤  英樹 アスティ八田     45.283/ 16

出力日時：10月23日 14:59
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.87
日本記録　    29.18≪ 45～49歳 ≫

順位

山田  直樹 みなとＳＳ     37.865/ 61

近藤  国博 エイムＳＧ     39.434/ 72

中村  慶吾 アクア北     39.464/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    28.34
日本記録　    28.89≪ 40～44歳 ≫

順位

笠置  健之 アクトス一宮     32.385/ 41

仙石  祐嗣 豊川禅水会     34.045/ 52

長屋  則男 アスティ八田     36.535/ 23

内山  和典 岡崎竜城ＳＣ     37.485/ 74

後藤  正成 ＡＴＳ新瀬戸     38.745/ 15

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.79
日本記録　    28.57≪ 35～39歳 ≫

順位

小嶋  健司 ＦＡ・ＷＩＮ     29.696/ 41

水野  晶太 ＦＡ・ＷＩＮ     36.385/ 32

杉本  幸一 NOTS Japan     40.435/ 83

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.11
日本記録　    28.20≪ 30～34歳 ≫

順位

金沢  悠仁 アスティ八田     31.696/ 61

鶴田  雄哉 3LOVERS     40.296/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.28 男子 50m平泳ぎ

水路 新記録

世界記録　    27.31
日本記録　    27.41≪ 25～29歳 ≫

順位

谷口  明央 豊川禅水会     32.486/ 21

小林  達矢 グラッセ山王     32.836/ 72

清水  秀一 3LOVERS     35.786/ 13

出力日時：10月23日 14:59
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    45.57
日本記録　    56.51≪ 80～84歳 ≫

順位

黒柳  光子 ＢＩＧアミ   1:19.121/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    40.71
日本記録　    42.23≪ 75～79歳 ≫

順位

加藤  良子 ＴＩＰ上飯田   1:03.251/ 71

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    33.82
日本記録　    35.49≪ 65～69歳 ≫

順位

小林すみ子 ＤＲＥＡＭ     36.051/ 41

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.39
日本記録　    31.72≪ 55～59歳 ≫

順位

徳野久美子 ＤＲＥＡＭ     38.111/ 51

中神田佳子 アスティ香流     45.061/ 62

大脇  葉子 愛泳会　鳴海     57.891/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.84
日本記録　    29.71≪ 45～49歳 ≫

順位

加賀谷絵美 館林水協     33.202/ 61

山下  宏恵 クリオネ１３     37.972/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.19
日本記録　    29.29≪ 40～44歳 ≫

順位

長屋  恵子 Ｇ・ＦＩＳＨ     30.952/ 31

二俣  美奈 吉正ＨＳＣ     34.302/ 22

寺村真美子 スイム野洲     40.362/ 13

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    27.08
日本記録　    28.16≪ 30～34歳 ≫

順位

増井  美香 四日市ＳＣ     29.862/ 41

谷  眞由子 メッツＦＣ     46.802/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.29 女子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録
日本記録　    27.58≪ 18～24歳 ≫

順位

大石  恵梨 中京清泳会     32.592/ 51

出力日時：10月23日 15:02
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    35.34
日本記録　    37.77≪ 80～84歳 ≫

順位

佐藤    軒 東邦ＳＳ     45.491/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    32.93
日本記録　    32.93≪ 75～79歳 ≫

順位

榎原  和彦 ＢＩＧアミ     36.951/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    29.52
日本記録　    31.71≪ 70～74歳 ≫

順位

藤田  義雄 コナミ鳴海     52.911/ 11

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    28.91
日本記録　    30.18≪ 65～69歳 ≫

順位

川合  康雄 サムシング     47.021/ 61

高松  幸司 ＰＳＣ四日市     50.041/ 72

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    27.24
日本記録　    28.30≪ 60～64歳 ≫

順位

神谷    忠 中京清泳会     33.291/ 41

前山    茂 アクアリング     36.031/ 52

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    26.45
日本記録　    28.20≪ 55～59歳 ≫

順位

奥村  英幸 フリーマンズ     32.272/ 61

谷口  広文 中京清泳会     45.642/ 82

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    25.49
日本記録　    26.94≪ 50～54歳 ≫

順位

西村  省司 イトマン守山     31.202/ 51

前野  貴久 Ｓｈｏｋｋｉ     31.982/ 32

吉岡  克己 一宮酔泳部     33.952/ 23

牛田    茂 一宮酔泳部     41.242/ 14

山口  昌昭 メッツＦＣ     42.262/ 75

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    25.58
日本記録　    26.02≪ 45～49歳 ≫

順位

立川  真悟 イトマン大津     28.573/ 41

伊藤  圭志 ＮＰＯ口論義     30.793/ 62

廣瀬  賢二 津アサヒＳＳ     36.813/ 23

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    24.14
日本記録　    24.72≪ 40～44歳 ≫

順位

古根  大真 ２ｂＦＩＳＨ     29.153/ 51

加藤    浩 豊川禅水会     30.633/ 32

出力日時：10月23日 15:08
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    24.14
日本記録　    24.72≪ 40～44歳 ≫

順位

山本  良一 ロイヤルＳＰ     44.443/ 73

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    23.72
日本記録　    24.03≪ 35～39歳 ≫

順位

今松  泰紀 ＢＩＧ東海     27.064/ 51

泉    陽介 ＦＡ・ＷＩＮ     29.854/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    22.87
日本記録　    24.07≪ 30～34歳 ≫

順位

太田    実 ＡＰＳＣ     32.204/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.30 男子 50mバタフライ

水路 新記録

世界記録　    23.38
日本記録　    23.38≪ 25～29歳 ≫

順位

島崎  義崇 アスティ香流     26.074/ 41

山田  竜也 3LOVERS     31.884/ 72

出力日時：10月23日 15:08
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.31 女子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:06.89

順位
≪ 280～319歳 ≫

ＴＩＰ上飯田   1:27.941/ 3
上田ヒロ子       72・加藤  良子       79・安江加代子       69・魚住  郁子       66

286歳1

チーム名   時  間

No.31 女子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　  1:01.45

順位
≪ 240～279歳 ≫

ＤＲＥＡＭ   1:03.501/ 5
徳野久美子       59・野田  敏枝       74・三浦  晴子       61・小林すみ子       66

260歳1

ＳＣ旭   1:10.401/ 6
伊藤寿満子       67・杉森ひろみ       69・加藤  京子       63・池田  賀子       46

245歳2

アスティ香流   1:18.041/ 4
佐野  弘美       64・宮川  佳子       73・守屋小百合       67・岩本  麻美       54

258歳3

チーム名   時  間

No.31 女子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    55.70

順位
≪ 200～239歳 ≫

Ｇ・ＦＩＳＨ   1:11.462/ 2
佐藤あけみ       54・杉本由美子       65・落合有見子       53・飯田麻衣子       48

220歳1

イトマン中村   1:18.072/ 3
恒川真知美       57・村上ひづる       58・内藤  晴美       53・岩崎  早苗       51

219歳2

チーム名   時  間

No.31 女子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    51.74

順位
≪ 160～199歳 ≫

Ｇ・ＦＩＳＨ     58.112/ 5
工藤  遵江       46・五反分由美       48・服部  美砂       49・長屋  恵子       44

187歳1

ピノス・Ｋ   1:14.712/ 4
菰野  恵子       44・澤村  明恵       43・田中  公子       52・喜田  恵理       54

193歳2

チーム名   時  間

No.31 女子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    50.53

順位
≪ 120～159歳 ≫

グラッセ山王     59.932/ 6
竹内詠美子       62・家田  彩加       22・加藤わかな       29・加藤  亜味       26

139歳1

出力日時：10月23日 15:13
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第１回中京チャレンジマスターズ２０１６
期日：2016年10月23日(日)              会場：三重交通Ｇスポーツの杜　鈴鹿水泳場(25m)

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    55.24

順位
≪ 280～319歳 ≫

スイム野洲   1:12.841/ 2
山本  正春       71・前田  雅裕       76・斉木  征男       76・中村  伯男       80

303歳1

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    50.94

順位
≪ 240～279歳 ≫

ＴＩＰ上飯田   1:32.411/ 3
柴田  政人       73・吉田  雅光       62・天春  英時       64・冨田    誠       63

262歳1

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    47.12

順位
≪ 200～239歳 ≫

ル・岐阜     56.541/ 5
宮田  雅章       49・中島  和夫       75・岩本  悟志       48・永井  伸和       41

213歳1

名古屋ＳＣ   1:08.151/ 4
伊藤  達志       46・岩水  正孝       57・田川  将史       51・松浦    勉       52

206歳2

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    44.24

順位
≪ 160～199歳 ≫

Ｇ・ＦＩＳＨ     52.721/ 6
宮地  貴行       36・荒木  宏幸       44・藤本  博嗣       46・熊﨑  宏治       34

160歳1

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    41.76

順位
≪ 120～159歳 ≫

豊川禅水会     46.952/ 4
佐々木貴悠       29・山口    翔       30・谷口  明央       25・木下  寛庸       50

134歳1

Ｔｅａｍ零     48.902/ 5
日下  典彦       39・竹内  直行       36・土館  泰裕       37・岡田  弘法       37

149歳2

NOTS Japan     53.182/ 3
吉崎  孝典       36・滝岡  優男       38・杉本  幸一       38・大西  健太       38

150歳3

ル・甚目寺     54.022/ 2
山田  和樹       23・安藤  宏一       37・溝口  拓哉       29・谷津    孝       33

122歳4

チーム名   時  間

No.32 男子 4×25mフリーリレー

水路 新記録合計年齢

世界記録
日本記録　    40.72

順位
≪ 119歳以下 ≫

3LOVERS     49.952/ 6
三輪    聡       26・岩尾  満大       26・清水  秀一       29・熊木  淳一       28

109歳1

出力日時：10月23日 15:18
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