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第11回 なみはやマスターズ公認記録会２０２０
期日：2020年11月1日(日)              会場：ＲＡＣＴＡＢドーム(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    31.25
日本記録　    31.74≪ 80～84歳 ≫

順位

小寺　武和 ＶＳＡ枚方     39.571/ 31

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    26.88
日本記録　    28.08≪ 70～74歳 ≫

順位

奥地　栄志 マック緑地     33.101/ 41

深澤　雄一 宇都宮ＭＥＣ     38.401/ 62

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    25.42
日本記録　    27.14≪ 65～69歳 ≫

順位

尼寺栄二郎 ルーデンス     32.921/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.90
日本記録　    25.26≪ 60～64歳 ≫

順位

林　茂登司 個人参加     29.292/ 61

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    24.37
日本記録　    24.51≪ 55～59歳 ≫

順位

中村　　一 星田ＳＳ     34.362/ 51

氏名 所属略称   時  間

No.20 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

向井　潤吉 コナミ光明池     28.162/ 41

岡村　匡晃 サンスポーツ     31.132/ 32

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    22.85
日本記録　    22.85≪ 45～49歳 ≫

順位

中尾　　強 祭     26.633/ 41

冨江　　諭 コスパ鶴見     28.113/ 52

長町　充啓 ル・伊丹     29.163/ 33

品川　　努 西宮北泳会     30.363/ 14

小南　竜也 神戸ウイング     32.203/ 75

堀　　敦寛 個人参加     32.204/ 35

出口　仁司 星田ＳＳ     33.903/ 67

和泉　宜孝 星田ＳＳ     34.803/ 28

宇佐美裕一 西宮北泳会     36.694/ 29

伊敷紀巳雄 淀川屋内     37.064/ 710

星加　英樹 神戸ウイング     37.144/ 111

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    22.75
日本記録　    22.75≪ 40～44歳 ≫

順位

権世　真輝 コスパ鶴見     29.824/ 41

古賀　大介 なみはやＳＣ     30.175/ 62

出力日時： 11月1日 11:25
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第11回 なみはやマスターズ公認記録会２０２０
期日：2020年11月1日(日)              会場：ＲＡＣＴＡＢドーム(25m)

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.53
日本記録　    23.08≪ 35～39歳 ≫

順位

山咲　譲二 コスパさかい     30.475/ 21

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録　    21.37
日本記録　    22.18≪ 25～29歳 ≫

順位

門脇　　椋 コナミ北浜     24.865/ 41

板東　　努 こそれんの会     26.525/ 52

西岡　優人 星田ＳＳ     27.315/ 33

花田　琢也 個人参加     34.375/ 14

氏名 所属略称   時  間

No.20 男子 50m自由形

水路 新記録

世界記録
日本記録　    21.87≪ 18～24歳 ≫

順位

坂本　魁生 Wicked swim     24.606/ 71

大久保　勇 個人参加     25.436/ 22

溝尻　　渉 個人参加     25.466/ 33

深川　聖馬 淀川屋内     25.956/ 64

二村　成海 個人参加     26.166/ 55

山口　雄大 個人参加     26.465/ 76

山本　祐大 Wicked swim     26.946/ 17

大西　佑樹 teamかつめし     26.996/ 48

出力日時： 11月1日 11:25


