
【　男　子　】

20+ 滝　　隼人 （中央SS） 11.47 佐藤　修司 （磯原SS) 24.70 加藤　昌弘 （日立製作所） 54.13 加藤　昌弘 （日立製作所） 1:57.88

25+ 滝　　隼人 （日立製作所） 11.47 一法師健人 （常陽銀行） 24.19 一法師健人 （常陽銀行） 52.70 徳村　晋平 （ＬＳカツタ） 2:06.00

30+ 汐崎　　徹 （取手体協水泳） 11.66 日原　将吾 （あかやまSS) 23.18 山口　敬介 （タップ岩井） 53.57 日原　将吾 （あかやまSS) 1:49.17

35+ 汐崎　　徹 （取手体協水泳） 11.41 汐崎　　徹 （取手体協水泳） 25.05 田沢　春彦 （アトラス） 55.45 村山　諒  （ｽﾊﾟｰｸ青葉） 2:06.41

40+ 滝　　雅克 （中央SS) 12.21 岡田　　禅 （JAC守谷） 24.42 田沢　春彦 （アトラス） 55.99 遠山　孝明 （取手体協水泳） 2:05.22

45+ 笠倉　芳巳 （リラひたち） 13.04 堀江　英樹 （SC那珂） 26.89 荒井　康智 （タップSC) 58.54 遠山　孝明 （取手体協水泳） 2:07.18

50+ 大内　正史 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 13.06 堀江　英樹 （SC那珂） 27.59 滝　　雅克  （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 1:03.12 小林　克之 （アトラス） 2:26.05

55+ 滝　　雅克 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 13.13 滝　　雅克  （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 28.44 神谷　幸夫 （日本製鉄鹿嶋） 1:03.84 小林　克之 （アトラス） 2:31.93

60+ 杉山　徳男 （ヤマシン太田） 13.55 神谷　正保 （古河水協） 30.09 小林　克之 （アトラス） 1:08.13 杉山　徳男 （ヤマシン太田） 2:43.57

65+ 杉山　徳男 （ヤマシン太田） 14.39 海老原　勤 （ジョイフル） 30.63 海老原　勤 （ジョイフル） 1:09.50 平野　英二 （神栖水協） 2:45.04

70+ 室林　貞夫 （神栖水協） 14.68 海老原　勤 （ジョイフル） 31.44 海老原　勤 （ジョイフル） 1:11.39 室林　貞夫 （神栖水協） 2:49.38

75+ 高濱　邦彦 （コスモSP) 15.96 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 35.02 和田　弘二  （リラひたち） 1:20.11 和田　弘二  （リラひたち） 2:55.32

80+ 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 16.32 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 37.48 野上役二郎 （リラひたち） 1:24.87

20+ 奥澤　　凌 （コスモSP) 14.06 足立　　哲 （JAC守谷） 26.11 箱嶋　俊哉 （取手体協水泳） 58.57

25+ 箱嶋　俊哉 （取手体協水泳） 13.73 滝　　隼人 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 27.07 箱嶋　俊哉 （取手体協水泳） 57.82

30+ 滝　　隼人 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 13.25 滝　　隼人 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 27.55 荻　　敦 （日立製作所） 1:07.00

35+ 安田　和巳 （日立製作所） 14.95 鈴木　　清 （SCヤマシン） 31.05 今橋　真一  （日立製作所） 1:09.40

40+ 小牧　健太郎 （SC那珂） 14.47 梶田　耕生  （アトラス） 28.70 荒井　康智  （ﾀｯﾌﾟ筑波） 1:05.21

45+ 滝　　雅克 （中央SS) 15.44 荻　　敦 （日立製作所） 31.82 山口　潤一 （取手体協水泳） 1:15.15

50+ 大内　正史 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 15.28 大内　正史 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 32.00 鈴木　　誠 （SC那珂） 1:18.41

55+ 荻　　敦 （日立製作所） 15.58 荻　　敦 （日立製作所） 33.51 荻　　敦 （日立製作所） 1:15.30

60+ 荻　　敦 （日立製作所） 16.30 荻　　敦 （日立製作所） 34.73 木村　　誠 （スパーク鮎川） 1:25.86

65+ 杉山　徳男 （ヤマシン太田） 17.02 木村　　誠 （スパーク鮎川） 39.60 木村　　誠 （スパーク鮎川） 1:30.25

70+ 高濱　邦彦 （コスモSP) 18.88 高濱　邦彦 （コスモSP) 41.31 高濱　邦彦 （コスモSP) 1:33.16

75+ 高濱　邦彦 （コスモSP) 18.66 高濱　邦彦 （コスモSP) 41.41 滝本　隆博 （リラひたち） 1:35.40

80+ 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 20.67 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 43.52 大貫　三知雄 （スパーク鮎川） 1:42.39

20+ 奥澤　　凌 （コスモSP) 13.76 木村　和樹 （アトラス） 28.67 楠田　和史 （ジョイフル） 1:06.32

25+ 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 14.18 楠田　和史 （ジョイフル） 29.53 楠田　和史 （ジョイフル） 1:04.45

30+ 小林　　潤 （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 14.42 梶田　耕生 （アトラス） 30.46 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:08.72

35+ 小林　　潤 （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 14.45 中澤　英明 （あかやまSS) 30.46 今橋　真一  （日立製作所） 1:10.32

40+ 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 14.68 梶田　耕生 （アトラス） 31.12 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:09.84

45+ 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 14.94 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 32.25 谷口　雅史 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:09.61

50+ 滝　　雅克 （中央SS) 15.63 武井　浩道 （NPOラーナ） 32.83 坂井 正登 （ｽﾊﾟｰｸ青葉） 1:22.90

55+ 滝　　雅克 （中央SS) 15.71 滝　　雅克 （中央SS) 34.96 滝　　雅克 （中央SS) 1:17.79

60+ 伊藤　　剛 （リラひたち） 17.08 牛塚　誠司 （日本製鉄鹿嶋） 36.80 伊藤　　剛 （リラひたち） 1:27.74

65+ 伊藤　　剛 （リラひたち） 18.03 伊藤　　剛 （リラひたち） 38.91 伊藤　　剛 （リラひたち） 1:27.92

70+ 伊藤　　剛 （リラひたち） 19.04 伊藤　　剛 （リラひたち） 42.36 伊藤　　剛 （リラひたち） 1:34.46

75+ 伊藤　　剛 （リラひたち） 19.80 伊藤　　剛 （リラひたち） 43.26 伊藤　　剛 （リラひたち） 1:39.46

80+ 野上役二郎 （リラひたち） 22.72 野上役二郎 （リラひたち） 48.50 野上役二郎 （リラひたち） 1:54.44
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茨城県マスターズ短水路大会記録

20+ 菅沼　恭兵 （アトラス） 12.51 箱嶋　俊哉 （取手体協水泳） 25.71 箱嶋　俊哉 （取手体協水泳） 57.16

25+ 滝　　隼人 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 12.41 杉本　誠二 （ジョイフル） 25.95 一法師健人 （常陽銀行） 56.85

30+ 汐崎 　徹 （取手体協水泳） 12.74 武田　絋平 （茗水会） 26.50 杉本　誠二 （ジョイフル） 58.98

35+ 小林　　潤 （ﾊﾟｼﾌｨｯｸ笠間） 12.84 田沢　春彦 （アトラス） 27.84 今橋　真一 （日立製作所) 1:01.89

40+ 安田　和巳 （リラひたち） 12.88 荒井　康智 （タップSC) 27.87 今橋　真一 （日立製作所) 1:02.67

45+ 浮ケ谷　清隆 （日立製作所） 13.72 荒井　康智 （タップSC) 28.34 荒井　康智 （タップSC) 1:05.10

50+ 浮ケ谷　清隆 （日立製作所） 13.67 浮ケ谷　清隆 （日立製作所） 30.40 市山　 巌 （ヤマシン石岡） 1:12.85

55+ 栗原　和包 （　　－　　） 14.82 嶋田　 治 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 33.39 鈴木　　誠 （SC那珂） 1:20.44

60+ 杉山　徳男 （ヤマシン太田） 14.91 小池　康隆 （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 32.25 海老原　勤 （ジョイフル） 1:19.68

65+ 本田　典嗣 （リラひたち） 15.35 海老原　勤 （ジョイフル） 33.38 海老原　勤 （ジョイフル） 1:24.15

70+ 小池　康隆 （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 15.74 海老原　勤 （ジョイフル） 33.63 伊藤　剛 （リラひたち） 1:33.90

75+ 和田　弘二  （リラひたち） 17.56 小池　康隆 （ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎） 36.18 和田　弘二  （リラひたち） 1:39.59

80+ 坪井　　孝 （リラひたち） 19.58 和田　弘二 （リラひたち） 45.39

20+ 木村　和樹 （アトラス） 59.42 小橋　敬司 （ジョイフル） 2:15.60

25+ 滝　　隼人 （中央SS) 1:00.77 滝　　隼人 （日立製作所） 2:11.87

30+ 杉浦　友亮 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 1:04.65 村山　諒  （ｽﾊﾟｰｸ青葉） 2:21.64

35+ 内藤　佳則 （アトラス） 1:03.50 村山　諒  （ｽﾊﾟｰｸ青葉） 2:22.33

40+ 今橋　真一 （日立製作所） 1:05.65 荒井　康智 （タップSC) 2:20.58

45+ 荒井　康智 （タップSC) 1:06.92 荒井　康智 （タップSC) 2:24.48

50+ 滝　 雅克 （中央SS) 1:11.96 町田　克浩 （ﾙﾈｻﾝｽ水戸） 2:52.69

55+ 滝　 雅克 （中央SS) 1:12.95 滝　 雅克 （中央SS) 2:47.32

60+ 細谷　昌宏 （ヤマシン石岡） 1:22.91 安田　　治 （ｽﾊﾟｰｸ千代田） 3:11.03

65+ 本田　典嗣 （リラひたち） 1:25.55 本田　典嗣 （リラひたち） 3:09.14

70+ 滝本　隆博 （リラひたち） 1:26.26 滝本　隆博 （リラひたち） 3:16.91

75+ 滝本　隆博 （リラひたち） 1:29.70 滝本　隆博 （リラひたち） 3:22.73

80+

最新更新記録
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