
２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No.　1 女子　200m 個人メドレー　　  No.　2 男子　200m 個人メドレー　　  
75～79歳 75～79歳
　1　村上　光子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　4:26.44  　1　岡部　　隆　　　(ウイングス　)　3:52.89  
　　　　　　　　　　　 1:06.24　 2:17.32　 3:31.71 　　　　　　　　　　　　 48.83　 1:53.16　 3:03.47
　 　白石美和子　　　(サワラＳＳ　)　　 失格  　2　橋本　親男　　　(下関遊泳民族)　4:04.68  
70～74歳 　　　　　　　　　　　　 57.04　 2:00.70　 3:07.32
　1　豊永　豊美　　　(コナミ香椎　)　4:17.26  70～74歳
　　　　　　　　　　　　 57.18　 2:01.55　 3:21.79 　1　米田　誠一　　　(鴨池ＳＳ　　)　3:15.87  
　2　永田　寿美　　　(サワラＳＳ　)　4:51.86  　　　　　　　　　　　　 44.69　 1:37.10　 2:32.94
　　　　　　　　　　　 1:09.56　 2:25.57　 3:50.67 　2　田中　　徹　　　(ビート久留米)　3:44.17  
　3　吉村　是香　　　(サワラＳＳ　)　4:52.47  　　　　　　　　　　　　 48.42　 1:47.54　 2:50.33
　　　　　　　　　　　 1:08.20　 2:36.53　 3:49.23 　3　森田　　稔　　　(ビート八幡　)　3:59.21  
65～69歳 　　　　　　　　　　　　 56.57　 1:58.90　 3:06.38
　1　砂原　純子　　　(ル・熊本　　)　3:33.74  60～64歳
　　　　　　　　　　　　 43.38　 1:39.71　 2:41.99 　1　小石　克人　　　(ビートＳＣ　)　3:09.03  
　2　吉田　照子　　　(サワラＳＳ　)　3:53.13  　　　　　　　　　　　　 39.83　 1:30.26　 2:24.73
　　　　　　　　　　　　 55.35　 2:03.97　 3:05.96 　2　田中　伸二　　　(サワラＳＳ　)　4:06.38  
　3　喜多嶋光代　　　(プリオ　　　)　3:56.69  　　　　　　　　　　　　 53.08　 2:03.17　 3:06.01
　　　　　　　　　　　　 56.11　 1:55.29　 3:04.42 55～59歳
　4　小谷　弘子　　　(ＴＭドルドル)　3:59.89  　1　吉内　一俊　　　(セイカＳＣ　)　2:51.15  
　　　　　　　　　　　　 54.73　 1:57.57　 3:04.05 　　　　　　　　　　　　 35.82　 1:23.41　 2:09.44
　5　加藤加代子　　　(ＪＳＳちくご)　4:01.52  　2　平田　正治　　　(アクス周南　)　3:04.07  
　　　　　　　　　　　 1:01.31　 2:05.86　 3:07.74 　　　　　　　　　　　　 37.16　 1:27.91　 2:19.68
　6　多田留美子　　　(ウイングス　)　4:08.32  　3　吉川　浩文　　　(福岡ＳＣ　　)　3:38.91  
　　　　　　　　　　　 1:00.38　 2:07.10　 3:12.03 　　　　　　　　　　　　 48.29　 1:43.17　 2:45.07
　7　梅村　保子　　　(ＳＣマリン　)　4:32.31  50～54歳
　　　　　　　　　　　 1:03.01　 2:11.17　 3:36.60 　1　青野　修二　　　(水楽遊泳隊　)　2:53.21  
60～64歳 　　　　　　　　　　　　 35.46　 1:19.90　 2:15.07
　1　上野　玲子　　　(ル・熊本　　)　3:54.30  45～49歳
　　　　　　　　　　　　 54.73　 1:55.62　 2:58.03 　1　中馬　東彦　　　(熊大しぶき会)　2:32.01  
　2　熊田　美奈　　　(ビートＳＣ　)　4:32.45  　　　　　　　　　　　　 30.65　 1:11.10　 1:56.11
　　　　　　　　　　　 1:09.24　 2:24.19　 3:34.35 　2　島野　哲郎　　　(はるおか山口)　2:35.78  
55～59歳 　　　　　　　　　　　　 32.58　 1:13.23　 1:58.38
　1　森田よしの　　　(福岡ＳＣ　　)　3:12.54  　3　青山　　歩　　　(ル・長崎　　)　3:01.72  
　　　　　　　　　　　　 42.05　 1:32.78　 2:26.63 　　　　　　　　　　　　 36.02　 1:26.06　 2:17.67
　2　江口　夏子　　　(ル・小倉　　)　3:57.23  　4　山内　　明　　　(長崎ＴＳ　　)　3:30.35  
　　　　　　　　　　　　 59.29　 2:01.65　 3:06.33 　　　　　　　　　　　　 46.63　 1:48.22　 2:43.62
　3　古谷　清美　　　(ＢＳ古賀　　)　4:16.74  　5　佐々木　巧　　　(ＳＣＮＡＰ　)　4:13.44  
　　　　　　　　　　　　 58.43　 2:08.96　 3:20.92 　　　　　　　　　　　　 57.52　 2:06.61　 3:20.88
　4　原　まゆみ　　　(オーステン　)　4:30.05  40～44歳
　　　　　　　　　　　 1:01.48　 2:11.66　 3:26.40 　1　中野　　龍　　　(ブラＱ　　　)　2:25.02  
50～54歳 　　　　　　　　　　　　 29.64　 1:06.09　 1:48.31
　1　上戸　真弓　　　(ＳＣマリン　)　3:43.93  　2　貴島　順治　　　(電通ＢＳ　　)　2:29.78  
　　　　　　　　　　　　 49.25　 1:49.50　 2:49.47 　　　　　　　　　　　　 29.53　 1:08.50　 1:53.78
　2　松本由美子　　　(ＴＷ福岡　　)　4:29.70  　3　末崎　　繁　　　(ＢＳ久留米東)　2:40.91  
　　　　　　　　　　　　 59.90　 2:10.41　 3:33.87 　　　　　　　　　　　　 34.45　 1:18.60　 2:04.59
　3　松本真佐美　　　(ＳＣＮＡＰ　)　5:14.08  　4　藤井　　洋　　　(チーム珍用会)　2:51.83  
　　　　　　　　　　　 1:09.76　 2:30.84　 4:05.01 　　　　　　　　　　　　 34.71　 1:18.42　 2:11.74
45～49歳 　5　小池　史朗　　　(七一ブライツ)　3:02.52  
　1　石井真由美　　　(福岡ＳＣ　　)　2:49.23  　　　　　　　　　　　　 31.78　 1:19.38　 2:16.10
　　　　　　　　　　　　 35.26　 1:19.61　 2:09.86 　6　藤木　孝之　　　(サワラＳＳ　)　3:09.04  
40～44歳 　　　　　　　　　　　　 40.90　 1:31.63　 2:22.89
　1　二宮　理恵　　　(ル・イオン　)　3:30.17  　7　並木　哲也　　　(コナミマリナ)　3:52.75  
　　　　　　　　　　　　 42.57　 1:35.54　 2:36.80 　　　　　　　　　　　　 47.35　 1:54.36　 2:54.27
35～39歳 35～39歳
　1　立岩　友美　　　(コナミ徳力　)　3:00.47  　1　羽江　圭太　　　(チームレフコ)　2:17.47  
　　　　　　　　　　　　 37.89　 1:24.03　 2:17.56 　　　　　　　　　　　　 29.56　 1:05.38　 1:44.11
25～29歳 　2　小段　洋樹　　　(原田学園ＳＳ)　2:28.47  
　1　水田　幸子　　　(チームレフコ)　2:44.37  　　　　　　　　　　　　 30.30　 1:09.58　 1:53.54
　　　　　　　　　　　　 35.52　 1:17.59　 2:06.52 　3　手柴　成隆　　　(天拝水夢旅団)　2:44.13  

　　　　　　　　　　　　 33.36　 1:17.48　 2:04.34



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

30～34歳 60～64歳
　1　益子　勇也　　　(早稲田ＳＳ　)　2:19.70  　1　濱本　澄江　　　(福岡ＳＣ　　)　3:12.30  
　　　　　　　　　　　　 29.68　 1:05.30　 1:45.58 　　　　　　　　　　　　 45.39　 1:34.37　 2:23.70
　2　沖田　健二　　　(ル・佐世保　)　2:28.54  　2　白石　博美　　　(コナミ徳力　)　3:18.48  
　　　　　　　　　　　　 29.98　 1:09.71　 1:54.55 　　　　　　　　　　　　 46.34　 1:36.00　 2:28.01
25～29歳 　3　村井　悦子　　　(ＭＴＲ　　　)　3:18.90  
　1　村上　　亮　　　(ル・春日　　)　2:21.43  　　　　　　　　　　　　 45.47　 1:35.33　 2:27.20
　　　　　　　　　　　　 27.99　 1:04.72　 1:45.82 　4　平賀　文枝　　　(ウイングス　)　3:20.33  
　2　武田　晃則　　　(サワラＳＳ　)　2:22.81  　　　　　　　　　　　　 43.24　 1:32.94　 2:26.54
　　　　　　　　　　　　 30.91　 1:07.75　 1:48.63 　5　松山史乃富　　　(ル・佐世保　)　3:25.77  
　3　山口　誠樹　　　(ＭｇＦａｍ　)　2:25.34  　　　　　　　　　　　　 46.66　 1:38.71　 2:31.80
　　　　　　　　　　　　 30.17　 1:06.14　 1:47.45 　6　猪股　孝子　　　(コナミ筑紫野)　3:35.53  
　4　河内　崇志　　　(ル・小倉　　)　2:29.21  　　　　　　　　　　　　 45.90　 1:40.54　 2:37.10
　　　　　　　　　　　　 32.18　 1:10.40　 1:54.69 　7　松本美千代　　　(ＳＣマリン　)　3:52.39  
　5　中村　健志　　　(ル・イオン　)　2:31.34  　　　　　　　　　　　　 54.74　 1:57.38　 2:58.24
　　　　　　　　　　　　 30.81　 1:10.67　 1:54.73 55～59歳
18～24歳 　1　田中　尚美　　　(トライアンフ)　2:29.57  
　1　安平　亮介　　　(ＪＳＳ姪浜　)　2:14.27  　　　　　　　　　　　　 35.19　 1:12.80　 1:51.39
　　　　　　　　　　　　 28.06　 1:01.19　 1:39.68 　2　上田みゆき　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　2:58.87  
　2　永原　海洲　　　(チーム・スパ)　2:19.47  　　　　　　　　　　　　 41.87　 1:26.55　 2:13.02
　　　　　　　　　　　　 28.22　 1:03.94　 1:46.00 　3　三春　圭子　　　(ＳＳＳ宇部　)　3:24.56  
　3　日髙　世稀　　　(原田学園ＳＳ)　2:21.47  　　　　　　　　　　　　 46.68　 1:38.74　 2:32.84
　　　　　　　　　　　　 30.12　 1:07.98　 1:45.71 　4　東原うめの　　　(ＢＳ小郡　　)　4:31.20  
　4　門田　憲都　　　(原田学園ＳＳ)　2:31.86  　　　　　　　　　　　　 57.32　 2:05.53　 3:19.44
　　　　　　　　　　　　 31.19　 1:12.04　 1:52.83 50～54歳
　5　川満　　翼　　　(ＳＳアルファ)　2:35.07  　1　米加田　愛　　　(ａｂｙｓｓ　)　2:22.80  
　　　　　　　　　　　　 31.55　 1:11.36　 1:56.78 　　　　　　　　　　　　 32.84　 1:08.86　 1:45.89

　2　田中八千代　　　(ＳＳＳ宇部　)　2:46.00  
No.　3 女子　200m 自由形　　　　　  　　　　　　　　　　　　 37.31　 1:18.57　 2:02.02
80～84歳 　3　平山万里子　　　(ル・福岡西新)　3:40.17  
　1　渡辺　和江　　　(ビートＳＣ　)　3:55.34  　　　　　　　　　　　　 45.87　 1:40.81　 2:40.18
　　　　　　　　　　　　 53.66　 1:54.93　 2:56.12 45～49歳
　2　大原加代子　　　(ビートＳＣ　)　5:12.16  　1　天野　和美　　　(水楽遊泳隊　)　2:57.75  
　　　　　　　　　　　 1:06.86　 2:24.24　 3:46.08 　　　　　　　　　　　　 37.78　 1:20.93　 2:07.95
75～79歳 　2　小山田京子　　　(ＳＣＮＡＰ　)　3:02.42  
　1　松本　英子　　　(プリオ　　　)　3:35.77  　　　　　　　　　　　　 40.76　 1:26.53　 2:14.31
　　　　　　　　　　　　 48.92　 1:42.73　 2:39.07 　3　荒木　美保　　　(ル・熊本　　)　3:21.13  
　2　浅井　瑞穂　　　(ＢＳ久留米　)　3:45.18  　　　　　　　　　　　　 45.87　 1:37.92　 2:30.81
　　　　　　　　　　　　 51.00　 1:47.56　 2:47.32 　4　石橋　智子　　　(ＢＳ久留米　)　3:32.48  
　3　久藤　和子　　　(フェニックス)　3:59.59  　　　　　　　　　　　　 44.18　 1:38.16　 2:37.04
　　　　　　　　　　　　 56.45　 1:56.77　 2:58.69 40～44歳
　4　岡山　純子　　　(プリオ　　　)　4:04.39  　1　齋藤　恭子　　　(ＢＳ長住　　)　2:45.52  
　　　　　　　　　　　　 55.43　 1:57.78　 3:02.31 　　　　　　　　　　　　 38.99　 1:20.07　 2:04.51
　5　原野冨美佳　　　(小郡ＳＳ福岡)　4:46.09  　2　百田千亜紀　　　(ル・イオン　)　2:58.90  
　　　　　　　　　　　 1:05.54　 2:19.04　 3:34.27 　　　　　　　　　　　　 40.89　 1:23.23　 2:10.26
70～74歳 　3　高木　洋子　　　(セ・野間大池)　3:06.46  
　1　丸山　一代　　　(ＢＳ八女　　)　3:14.73  　　　　　　　　　　　　 42.05　 1:28.54　 2:18.19
　　　　　　　　　　　　 44.30　 1:32.54　 2:24.66 35～39歳
　2　平田　和子　　　(福岡ＳＣ　　)　3:45.53  　1　梅津　由理　　　(ＴＷ福岡　　)　2:38.17  
　　　　　　　　　　　　 50.32　 1:46.34　 2:45.89 　　　　　　　　　　　　 35.43　 1:15.33　 1:56.13
　3　高西あけみ　　　(ＳＡ宮古島　)　4:18.48  　2　日室　菜見　　　(水楽遊泳隊　)　2:54.94  
　　　　　　　　　　　 1:00.57　 2:05.97　 3:12.35 　　　　　　　　　　　　 38.86　 1:21.99　 2:08.20
　4　井上　ヒロ　　　(オーステン　)　6:08.73  　3　西井　涼子　　　(ＢＳ久留米　)　3:26.18  
　　　　　　　　　　　 1:21.47　 2:53.70　 4:35.90 　　　　　　　　　　　　 47.77　 1:40.99　 2:35.57
65～69歳 　4　河村亜友実　　　(ル・福岡香椎)　3:36.49  
　1　小川　孝子　　　(福岡ＳＣ　　)　3:16.79  　　　　　　　　　　　　 46.66　 1:39.85　 2:38.64
　　　　　　　　　　　　 45.82　 1:36.52　 2:27.99 　 　亀田　千恵　　　(ル・小倉　　)　　 失格  
　2　桝田　邦子　　　(ＢＳ長住　　)　3:39.27  30～34歳
　　　　　　　　　　　　 50.57　 1:46.16　 2:43.30 　1　田部八千穂　　　(Ｅｓｔａ門司)　2:59.08  
　3　小川紫津子　　　(西日本ＳＣ　)　3:42.39  　　　　　　　　　　　　 39.03　 1:24.37　 2:12.99
　　　　　　　　　　　　 48.39　 1:43.79　 2:44.18 18～24歳
　4　西村　幸子　　　(ＺＥＴＡ　　)　4:19.77  　1　甲斐　小浪　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　2:21.18  
　　　　　　　　　　　　 58.67　 2:07.68　 3:16.58 　　　　　　　　　　　　 31.35　 1:06.50　 1:43.77



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No.　4 男子　200m 自由形　　　　　  　5　西郷　　寛　　　(コナミ中間　)　3:08.99  
85～89歳 　　　　　　　　　　　　 42.25　 1:28.88　 2:16.87
　1　田中　　清　　　(室見川ＳＣ　)　3:26.51  　6　権藤　健市　　　(ＢＳ久留米　)　3:13.12  
　　　　　　　　　　　　 44.71　 1:34.79　 2:29.09 　　　　　　　　　　　　 43.91　 1:33.07　 2:24.14
80～84歳 　7　太田　尚之　　　(エキサイター)　3:15.53  
　1　中園　春芳　　　(ル・福岡西新)　3:26.81  　　　　　　　　　　　　 41.55　 1:28.89　 2:22.03
　　　　　　　　　　　　 46.81　 1:38.81　 2:32.86 　 　麻生　正和　　　(ル・佐世保　)　　 失格  
　2　蒲池　徹志　　　(ＫＵＳ　　　)　3:48.67  45～49歳
　　　　　　　　　　　　 48.60　 1:48.44　 2:49.79 　1　中馬　東彦　　　(熊大しぶき会)　2:14.04  
　3　吉永　昭信　　　(福岡ムーンＣ)　4:07.88  　　　　　　　　　　　　 31.73　 1:05.81　 1:40.25
　　　　　　　　　　　　 53.40　 1:56.97　 3:05.07 　2　中橋　輝久　　　(熊大しぶき会)　2:26.54  
75～79歳 　　　　　　　　　　　　 33.36　 1:09.66　 1:47.26
　1　丸山　関男　　　(ＢＳ久留米　)　2:38.23  　3　高森　　強　　　(西日本ＳＣ　)　2:35.14  
　　　　　　　　　　　　 37.51　 1:17.45　 1:58.16 　　　　　　　　　　　　 34.92　 1:13.41　 1:54.59
　2　安武　俊英　　　(はるおか福岡)　3:13.89  　4　三原　昌幸　　　(ル・大分　　)　3:11.58  
　　　　　　　　　　　　 41.15　 1:27.94　 2:18.89 　　　　　　　　　　　　 44.32　 1:33.40　 2:24.18
　3　髙木　　勇　　　(ＢＳ久留米　)　3:36.22  40～44歳
　　　　　　　　　　　　 49.68　 1:43.40　 2:39.92 　1　大森　陽介　　　(はるおか福岡)　2:22.24  
　4　田中　反兪　　　(ＳＣＮＡＰ　)　3:47.89  　　　　　　　　　　　　 32.82　 1:08.49　 1:45.67
　　　　　　　　　　　　 45.74　 1:41.11　 2:42.71 　2　山口　裕哉　　　(ＩＳＣオルカ)　2:22.45  
　 　野中　英裕　　　(ウイングス　)　　 失格  　　　　　　　　　　　　 31.89　 1:07.39　 1:45.26
70～74歳 　3　染谷　智史　　　(セ・野間大池)　2:23.12  
　1　山道　安人　　　(ル・長崎　　)　3:00.80  　　　　　　　　　　　　 34.19　 1:10.36　 1:46.78
　　　　　　　　　　　　 40.99　 1:26.65　 2:13.33 　4　武本　靖史　　　(武ＳＴ　　　)　2:55.01  
　2　篠田　　力　　　(下関遊泳民族)　3:08.48  　　　　　　　　　　　　 37.90　 1:21.64　 2:08.16
　　　　　　　　　　　　 42.22　 1:28.08　 2:17.45 35～39歳
　3　吉村　英俊　　　(福岡ムーンＣ)　3:27.29  　1　高田　博基　　　(Ｃバスター　)　2:02.99  
　　　　　　　　　　　　 47.74　 1:39.73　 2:34.46 　　　　　　　　　　　　 27.97　　 58.09　 1:30.09
65～69歳 　2　奥苑　　崇　　　(ＴＷ福岡　　)　2:14.60  
　1　前川　俊雄　　　(ＳＣＮＡＰ　)　2:57.54  　　　　　　　　　　　　 30.35　 1:04.07　 1:39.09
　　　　　　　　　　　　 39.64　 1:23.88　 2:09.95 　3　北原　秀樹　　　(セ・野間大池)　2:25.04  
　2　宮原　　潔　　　(ル・春日　　)　2:58.36  　　　　　　　　　　　　 33.97　 1:09.87　 1:47.22
　　　　　　　　　　　　 39.19　 1:24.62　 2:12.46 　4　森　　琢磨　　　(七一ブライツ)　2:30.33  
　3　櫻井　義信　　　(ル・佐世保　)　3:32.48  　　　　　　　　　　　　 32.32　 1:09.29　 1:50.07
　　　　　　　　　　　　 46.99　 1:42.17　 2:40.12 30～34歳
　4　向井　洋二　　　(長崎ＴＳ　　)　3:48.64  　1　下田　　翔　　　(シーモスイム)　2:04.27  
　　　　　　　　　　　　 46.03　 1:36.24　 2:33.76 　　　　　　　　　　　　 28.47　　 59.99　 1:32.51
60～64歳 　2　山縣　正明　　　(はるおか山口)　2:49.99  
　1　澤田　照彦　　　(福岡ムーンＣ)　2:55.27  　　　　　　　　　　　　 36.92　 1:20.85　 2:06.29
　　　　　　　　　　　　 38.97　 1:20.87　 2:06.75 25～29歳
　2　クリストファカーマン(ウイングス　)　3:04.63  　1　荒川　亮介　　　(ＴＷ福岡　　)　2:15.60  
　　　　　　　　　　　　 38.99　 1:25.44　 2:14.79 　　　　　　　　　　　　 31.13　 1:06.00　 1:41.20
55～59歳 18～24歳
　1　畑瀬　貴之　　　(ＴＷ福岡　　)　2:30.00  　1　三宅　孝幸　　　(チーム・スパ)　1:58.93  
　　　　　　　　　　　　 33.48　 1:10.57　 1:50.32 　　　　　　　　　　　　 27.25　　 57.45　 1:28.82
　2　鶴田　博敏　　　(ビート久留米)　2:35.48  　2　池田　拓史　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　2:02.02  
　　　　　　　　　　　　 35.21　 1:13.17　 1:54.18 　　　　　　　　　　　　 28.82　　 59.77　 1:30.79
　3　中村　　篤　　　(はるおか福岡)　2:39.03  　3　大庭　貴文　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　2:03.36  
　　　　　　　　　　　　 37.05　 1:17.56　 1:58.93 　　　　　　　　　　　　 29.55　 1:00.30　 1:32.25
　4　中村　光宏　　　(ＳＣＮＡＰ　)　2:45.87  　4　山口　昌輝　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　2:05.27  
　　　　　　　　　　　　 35.30　 1:15.05　 1:59.22 　　　　　　　　　　　　 26.80　　 56.96　 1:30.31
　5　磯　　誠実　　　(ル・小倉　　)　2:51.36  　5　安井　達哉　　　(ル・福岡香椎)　2:05.71  
　　　　　　　　　　　　 38.91　 1:21.41　 2:06.16 　　　　　　　　　　　　 28.75　　 59.80　 1:32.38
50～54歳 　6　馬場　亮輔　　　(原田学園ＳＳ)　2:06.88  
　1　太田　道貴　　　(ル・小倉　　)　2:16.97  　　　　　　　　　　　　 29.30　 1:01.49　 1:34.11
　　　　　　　　　　　　 31.97　 1:06.17　 1:41.57
　2　松尾　欣久　　　(寺子屋水泳部)　2:21.85  
　　　　　　　　　　　　 32.88　 1:08.93　 1:46.27
　3　阿久根邦隆　　　(セイカＳＣ　)　2:33.66  
　　　　　　　　　　　　 33.95　 1:10.89　 1:50.98
　4　神野　匡司　　　(ビート八幡　)　2:34.65  
　　　　　　　　　　　　 34.76　 1:14.23　 1:56.11



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No.　5 女子4× 25m メドレーリレー　  
280～319歳
　1 エスタ香椎　　　　1:31.69 
　　　　　　(養父喜代子　　　・篠崎久美子　　　・小嶋　芳子　　　・富澤　栄子　　　) 

47.73
　2 ＢＳ久留米　　　　1:36.81 
　　　　　　(浅井　瑞穂　　　・吉本　幸子　　　・山口　笑子　　　・寺井登美江　　　) 

53.14
　3 コナミ徳力　　　　1:37.83 
　　　　　　(加藤美智子　　　・安田　敏子　　　・疇津　慶子　　　・若佐加代子　　　) 

52.35
　4 サワラＳＳ　　　　1:39.31 
　　　　　　(永田　寿美　　　・吉村　是香　　　・吉田　照子　　　・金丸　暁子　　　) 

53.53
　5 ＳＣマリン　　　　1:42.44 
　　　　　　(松本美千代　　　・山添　栄子　　　・中野美佐子　　　・柴田　朋子　　　) 

58.09
　6 Ｅｓｔａ門司　　　1:42.78 
　　　　　　(川上　　曜　　　・末松　玲子　　　・成安　チエ　　　・井上美千代　　　) 

54.94
　7 ＪＵＪＯ　　　　　1:46.92 
　　　　　　(釜本　幸子　　　・渡辺　里美　　　・馬場　昭子　　　・土井　裕子　　　) 

59.12
240～279歳
　1 ビートＳＣ　　　　1:22.83 
　　　　　　(児玉　啓子　　　・藤波スズ子　　　・中小田千鶴子　　・熊田　美奈　　　) 

44.13
　2 ＳＣマリン　　　　1:28.12 
　　　　　　(梅村　保子　　　・上戸　真弓　　　・田中　りか　　　・柳川　順子　　　) 

50.26
　3 ＴＩｓｗｉｍ　　　1:28.83 
　　　　　　(高橋久美子　　　・大澤久美子　　　・上田みゆき　　　・金丸　孝子　　　) 

48.66
　4 水楽遊泳隊　　　　1:30.65 
　　　　　　(池田　雪恵　　　・鶴原恵美子　　　・吉村　典子　　　・梅田　章子　　　) 

49.21
　5 コナミ徳力　　　　1:31.17 
　　　　　　(白石　博美　　　・北村　政江　　　・白神　京子　　　・芹澤　圭子　　　) 

49.56
　6 ル・小倉　　　　　1:33.12 
　　　　　　(亀田　千恵　　　・伊東久美子　　　・薛　　恵美　　　・江口　夏子　　　) 

51.56
　7 ル・春日　　　　　1:34.39 
　　　　　　(立石けい子　　　・松島すえ子　　　・土井　文子　　　・伊東貴美子　　　) 

54.14
　8 ＪＳＳ姪浜　　　　1:39.97 
　　　　　　(松雪眞智子　　　・岩田　民恵　　　・槇　こづえ　　　・椎葉　文子　　　) 

55.64
　9 ＴＷ福岡　　　　　1:44.73 
　　　　　　(比山　祥栄　　　・谷口　律子　　　・安河内敦子　　　・森　　洋子　　　) 

59.73
　　ＢＳ古賀　　　　　　 失格 
　　　　　　(辻原美紀子　　　・林　　良子　　　・木村ひとみ　　　・渡辺　聡子　　　) 
　　ル・熊本　　　　　　 失格 
　　　　　　(上野　玲子　　　・江上　　恵　　　・砂原　純子　　　・山岡恵都子　　　) 

48.49
　　ル・福岡西新　　　　 失格 
　　　　　　(永野　清子　　　・築地　秀実　　　・久保　珠美　　　・古賀久美子　　　) 

50.16



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

200～239歳
　1 福岡ムーンＣ　　　1:12.09 
　　　　　　(吉田　裕子　　　・森部　朝子　　　・和泉かのこ　　　・松重　末子　　　) 

21.98
　2 下関遊泳民族　　　1:12.67 
　　　　　　(福永　静枝　　　・河野紀代美　　　・佐藤　　瞳　　　・松村　裕子　　　) 

38.97
　3 ＪＵＪＯ　　　　　1:14.62 
　　　　　　(安田　幸子　　　・間部満喜子　　　・久保美代子　　　・中島　菜美　　　) 

42.06
　4 ＪＬスポーツ　　　1:14.75 
　　　　　　(永山　恭子　　　・河野　睦子　　　・網屋にしき　　　・折口とみ子　　　) 

40.80
　5 コナミ徳力　　　　1:16.32 
　　　　　　(立岩　友美　　　・髙橋　順子　　　・池尻　邦江　　　・川口　慶子　　　) 

38.33
　6 エスタ香椎　　　　1:19.33 
　　　　　　(東　久美子　　　・柴田　順子　　　・加来　明子　　　・内川　紀子　　　) 

45.48
　7 七一ブライツ　　　1:20.52 
　　　　　　(赤尾　朋子　　　・武藤　悦子　　　・榊　　尚子　　　・有田喜美枝　　　) 

44.72
　8 ル・福岡西新　　　1:28.92 
　　　　　　(平山万里子　　　・吉村　　衣　　　・中島　恵美　　　・乙吉　智子　　　) 

53.17
160～199歳
　1 ＢＳ長住　　　　　1:08.79 
　　　　　　(近藤　智子　　　・目等　弘美　　　・富窪田鶴子　　　・齋藤　恭子　　　) 

37.48
　2 ＳＳＳ宇部　　　　1:10.89 
　　　　　　(配川　祥子　　　・清崎　　綾　　　・永尾　玲子　　　・田中八千代　　　) 

38.67
　3 ル・イオン　　　　1:12.13 
　　　　　　(二宮　理恵　　　・百田千亜紀　　　・鬼鞍　志津　　　・長崎　水加　　　) 

39.00
　4 福岡ＳＣ　　　　　1:14.37 
　　　　　　(濱本　澄江　　　・大竹加那子　　　・石井真由美　　　・入江　涼子　　　) 

43.01
　5 レックス　　　　　1:24.42 
　　　　　　(大山　優花　　　・東　　秀子　　　・朝吹由紀子　　　・坂田　佳子　　　) 

46.97
　6 ＴＷ福岡　　　　　1:26.07 
　　　　　　(高田　妙子　　　・村田智世子　　　・梅津　由理　　　・松本由美子　　　) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
120～159歳
　1 Ｓ＆Ａ　　　　　　1:08.10 
　　　　　　(束田　涼子　　　・村上　雅子　　　・冨安　　楓　　　・小野ユキコ　　　) 

39.18

No.　6 男子4× 25m メドレーリレー　  
320～359歳
　1 黒佐水泳学校　　　1:19.43 
　　　　　　(花田　年弘　　　・富永　種春　　　・佐藤　好助　　　・矢野　幸盛　　　) 

43.32
　2 福岡ムーンＣ　　　1:26.00 
　　　　　　(堀部　和禄　　　・花村　智二　　　・前原　松彦　　　・吉永　昭信　　　) 

47.59
　3 ＫＵＳ　　　　　　1:27.72 
　　　　　　(蒲池　徹志　　　・野田　　清　　　・野瀬　善彦　　　・小林　民治　　　) 

48.29



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

280～319歳
　1 福岡ムーンＣ　　　1:11.83 
　　　　　　(村上　俊六　　　・高島　光生　　　・鍋藤　　聰　　　・高山　健次　　　) 

35.80
240～279歳
　1 ＢＳ小郡　　　　　1:10.16 
　　　　　　(平田　清二　　　・森山　達巳　　　・吉村　雅彦　　　・中島富士夫　　　) 

38.84
　2 レックス　　　　　1:12.81 
　　　　　　(安藤　正剛　　　・里　　　宏　　　・若林　　守　　　・平山　康彦　　　) 

37.09
200～239歳
　1 ビートＳＣ　　　　1:05.49 
　　　　　　(小石　克人　　　・岩崎　哲也　　　・前田　治久　　　・浦上　　武　　　) 

34.92
　2 ル・小倉　　　　　1:06.38 
　　　　　　(品川　幸夫　　　・真田　洋平　　　・太田　道貴　　　・磯　　誠実　　　) 

36.25
　3 セ・野間大池　　　1:08.25 
　　　　　　(門谷雄一郎　　　・北村　文明　　　・青木　春彦　　　・坂田　　俊　　　) 

38.60
　4 ル・長崎　　　　　1:10.11 
　　　　　　(辻塚　洋平　　　・津田　光政　　　・山道　安人　　　・高野　淳一　　　) 

37.70
　5 ＴＷ福岡　　　　　1:13.81 
　　　　　　(小島　明夫　　　・裵　　英正　　　・榎　　重治　　　・宮川　研一　　　) 

40.55
160～199歳
　1 ブラＱ　　　　　　　54.49 
　　　　　　(鶴嶋　清徳　　　・中野　　龍　　　・舟木　孝介　　　・高柴賢一郎　　　) 

29.94
　2 シーマンズ　　　　　54.86 
　　　　　　(芳司　　修　　　・北村　仁志　　　・飯盛　久輝　　　・山本　修平　　　) 

30.33
　3 Ｓ・Ｐ・Ｓ　　　　　55.72 
　　　　　　(植田　康平　　　・原口　　真　　　・福守　正臣　　　・原口　　寿　　　) 

29.97
　4 いさはやＳＣ　　　　57.60 
　　　　　　(山内　康寛　　　・森山　伸治　　　・小林　弘明　　　・岩佐　浩輝　　　) 

31.67
　5 ル・春日　　　　　　59.50 
　　　　　　(諏訪辺　峻　　　・村上　　亮　　　・宮林　誠之　　　・大隈　和彦　　　) 

30.82
　6 ＳＳＳ宇部　　　　1:01.05 
　　　　　　(橋本　　薫　　　・清崎　恵佑　　　・吉永　幸男　　　・上村　幸弘　　　) 

31.11
　7 チーム珍用会　　　1:01.27 
　　　　　　(藤井　　洋　　　・新枦　達也　　　・橋垣　　亮　　　・川中　　亮　　　) 

35.07
　8 コナミ徳力　　　　1:01.73 
　　　　　　(竹田　大悟　　　・山田　周二　　　・立岩　和喜　　　・大田　正人　　　) 

32.44
　9 ＮＡＳ姪浜　　　　1:02.45 
　　　　　　(渡邊　俊太　　　・高山　健司　　　・高見　　琢　　　・三苫　信行　　　) 

33.13
 10 七一ブライツ　　　1:03.41 
　　　　　　(森　　琢磨　　　・敷島　秀昭　　　・小池　史朗　　　・河村　大介　　　) 

36.32
 11 コナミ天神　　　　1:03.47 
　　　　　　(縄田　慎吾　　　・竹中　一克　　　・青木　　颯　　　・西　　康博　　　) 

37.43



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

 12 敬水会　　　　　　1:03.94 
　　　　　　(森島　直士　　　・井上　祐二　　　・田中　隆美　　　・米倉　裕貴　　　) 

36.05
 13 チーム・スパ　　　1:04.29 
　　　　　　(松下　幸裕　　　・松井　賢司　　　・中川涼太郎　　　・重村　大紀　　　) 

34.91
120～159歳
　1 原田学園ＳＳ　　　　52.09 
　　　　　　(宿里　竜太　　　・兼石　　彰　　　・西山龍二郎　　　・小段　洋樹　　　) 

28.92
　2 Ｓ－ＤＡＳＨ　　　　52.46 
　　　　　　(林　　裕介　　　・石川　貴史　　　・大庭　貴文　　　・香月　聰志　　　) 

28.49
　3 ＴＷ福岡　　　　　　53.71 
　　　　　　(荒川　亮介　　　・大塚　貴文　　　・奥苑　　崇　　　・石井　真哉　　　) 

29.33
　4 ワンダフォー　　　　54.94 
　　　　　　(伊東　愼治　　　・神代　　翼　　　・村田　孝介　　　・上川　昇平　　　) 

29.06
　5 Ｓ．Ｇ．Ｐ　　　　　55.04 
　　　　　　(田辺　伸矢　　　・三宅　純哉　　　・竹島　悠平　　　・森岡　純一　　　) 

30.20
　6 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　　　　　55.26 
　　　　　　(佐々木貴士　　　・平山　智明　　　・今田祥太郎　　　・塩田　英樹　　　) 

29.97
　7 ＳＳアルファ　　　1:01.57 
　　　　　　(村瀬　佳史　　　・山本　健太　　　・川満　　翼　　　・大久保淳平　　　) 

33.67
119歳以下
　1 電通ＢＳ　　　　　　51.47 
　　　　　　(菅原　孝義　　　・水谷　　翔　　　・米倉　亮太　　　・石橋　千彰　　　) 

28.66
　2 はるおか福岡　　　　51.83 
　　　　　　(吉村　　快　　　・錦戸　秀晃　　　・田中　晴海　　　・岡　　宏太　　　) 

28.24
　3 ＭｇＦａｍ　　　　　52.59 
　　　　　　(神﨑　亮丞　　　・馬場誠士朗　　　・山口　誠樹　　　・林田　宗佳　　　) 

27.97
　4 チーム・スパ　　　　53.14 
　　　　　　(永原　海洲　　　・松下　幹太　　　・三宅　孝幸　　　・中本隆之介　　　) 

29.39
　5 チームレフコ　　　　53.18 
　　　　　　(山田　雄大　　　・小嶋　大輝　　　・松本　雄生　　　・眞鍋　佑輔　　　) 

29.04
　6 原田学園ＳＳ　　　　53.61 
　　　　　　(宇田　海紀　　　・門田　憲都　　　・日髙　世稀　　　・馬場　亮輔　　　) 

29.71
　7 甘木Ｂ＆Ｇ　　　　　55.01 
　　　　　　(江藤　倖平　　　・岩田　恭明　　　・豊田　航汰　　　・岩田　慎明　　　) 

29.36
　8 Ｓ・Ｐ・Ｓ　　　　　55.57 
　　　　　　(山口　昌輝　　　・加藤　寛也　　　・福地　将理　　　・松浦　優紀　　　) 

31.37
　9 水中家族　　　　　　55.59 
　　　　　　(関　純一朗　　　・石戸成一郎　　　・江口　将平　　　・成富　隆介　　　) 

30.04
 10 ＮＳＳ野上　　　　　57.46 
　　　　　　(風間　達也　　　・加留部宏幸　　　・菊田　瑛司　　　・久保田　努　　　) 

28.92
 11 ル・佐世保　　　　　58.04 
　　　　　　(平川　雄太　　　・沖田　健二　　　・松尾　浩嗣　　　・入口　裕介　　　) 

31.47



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No.　7 女子　 50m 自由形　　　　　  　4　山崎　京子　　　(ビートＳＣ　)　　39.31  
90～94歳 　5　草場　妙子　　　(みやきＳＣ　)　　41.19  
　1　大久保礼子　　　(コナミ天神　)　1:03.75  　6　濵田美千代　　　(セイカＳＣ　)　　42.34  
85～89歳 　7　竹谷かをる　　　(福岡ムーンＣ)　　42.52  
　1　河野　累子　　　(セイカＳＣ　)　　52.25  　8　風間　祐子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　42.56  
　2　徳澤　笑子　　　(ＮＳＳ野上　)　1:05.43  　9　松田　純枝　　　(黒佐水泳学校)　　45.20  
80～84歳  10　立花きよ子　　　(オーステン　)　　53.82  
　1　御手洗カチ子　　(サワラＳＳ　)　　56.96   11　高倉　留美　　　(ＢＳ久留米　)　　57.07  
　2　椎葉　文子　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　57.54  50～54歳
　3　小手川千壽子　　(ＡＣプラス　)　1:05.82  　1　米加田　愛　　　(ａｂｙｓｓ　)　　29.92  
75～79歳 　2　松本　尚子　　　(よもぎ庵　　)　　30.54  
　1　田原サヨコ　　　(ターザン　　)　　48.61  　3　古川由美子　　　(コナミ天神　)　　31.19  
　2　薛　　恵美　　　(ル・小倉　　)　　49.28  　4　江口甲子恵　　　(コナミマリナ)　　36.21  
　3　井上美千代　　　(Ｅｓｔａ門司)　　49.39  　5　安田　多恵　　　(セ・新大阪　)　　41.03  
　4　田原寿和子　　　(下関遊泳民族)　　50.07  　6　田中　りか　　　(ＳＣマリン　)　　41.35  
　5　添田スミ子　　　(水楽遊泳隊　)　　52.31  　7　荒川　直子　　　(ＢＳ長住　　)　　41.42  
　6　坂元　信子　　　(セイカＳＣ　)　　54.73  　8　翁　　麗娟　　　(ＡＣプラス　)　　44.34  
70～74歳 45～49歳
　1　岸田加代子　　　(ＢＳ八女　　)　　42.30  　1　宮本　知枝　　　(ビート八幡　)　　29.95  
　2　羽田　由子　　　(ＪＬスポーツ)　　42.36  　2　外山　律子　　　(セイカＳＣ　)　　32.37  
　3　丹野　節子　　　(ビート八幡　)　　42.69  　3　宮崎　聡子　　　(ＳＳＳ山口　)　　32.52  
　4　一柳　伸子　　　(コナミ中間　)　　45.08  　4　竹輪　菊野　　　(西日本ＳＣ　)　　34.93  
　5　首藤　近子　　　(ターザン　　)　　45.34  　5　野上小都子　　　(日本フィニス)　　37.00  
　6　中川　満代　　　(下関遊泳民族)　　45.78  　6　伊東　涼子　　　(ワンダフォー)　　37.53  
　7　国弘　利子　　　(アクス周南　)　　45.81  　7　本田祐三子　　　(チーム・スパ)　　38.05  
　8　久本アヤ子　　　(いさはやＳＣ)　　46.34  　8　白石　裕子　　　(春泳会　　　)　　40.06  
　9　野村　郁子　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　48.29  　9　古川　千恵　　　(ＪＬスポーツ)　　40.10  
 10　沖田フミ子　　　(ＳＣマリン　)　　48.69   10　廣渡　宣子　　　(コナミマリナ)　　41.07  
 11　石田恵美子　　　(セ・野間大池)　　51.08   11　平島　香織　　　(ル・イオン　)　　43.92  
 12　越智サチ子　　　(水楽遊泳隊　)　　56.87  40～44歳
 13　國澤トミ子　　　(下関遊泳民族)　　58.93  　1　白坂　夏江　　　(ＪＬスポーツ)　　29.25  
 14　前田　文子　　　(ＮＳＳ野上　)　　58.98  　2　藤崎　慈子　　　(シーマンズ　)　　31.22  
65～69歳 　3　寺本　美穂　　　(ａｂｙｓｓ　)　　32.11  
　1　戸川　敏子　　　(ル・イオン　)　　35.58  　4　和泉かのこ　　　(福岡ムーンＣ)　　34.03  
　2　赤星さみ子　　　(ターザン　　)　　36.10  　5　永尾　玲子　　　(ＳＳＳ宇部　)　　34.20  
　3　湊　　直枝　　　(セイカＳＣ　)　　39.55  　6　池本　美奈　　　(七一ブライツ)　　35.99  
　4　永野　清子　　　(ル・福岡西新)　　42.34  　7　野口あゆみ　　　(はるおか福岡)　　37.82  
　5　末広　留美　　　(ウイングス　)　　43.58  　8　加来　明子　　　(エスタ香椎　)　　39.90  
　6　得能　恵子　　　(七一ブライツ)　　43.87  　9　長崎　水加　　　(ル・イオン　)　　40.39  
　7　安田ひろ子　　　(ターザン　　)　　44.15   10　春園　憲子　　　(セ・天神　　)　　41.62  
　8　東原　絹代　　　(ＢＳ久留米　)　　46.34   11　鎌田　真由　　　(下関遊泳民族)　　42.55  
　9　久保　泰子　　　(福岡ＳＣ　　)　　47.94   12　山口　歩美　　　(水の妖精軍団)　　43.41  
 10　西村　幸子　　　(ＺＥＴＡ　　)　　49.31   13　三嶋　陽子　　　(西日本ＳＣ　)　　45.45  
 11　汐池眞生子　　　(ＳＣマリン　)　　51.26  35～39歳
 12　米澤　清子　　　(ＡＣプラス　)　　51.89  　1　小原佐智子　　　(ル・沼津　　)　　30.14  
 13　梶山　妙子　　　(ビートＳＣ　)　　52.83  　2　黒瀬　朋恵　　　(ビート八幡　)　　31.71  
60～64歳 　3　松川　範子　　　(チーム島原　)　　31.75  
　1　松尾美智子　　　(Ｔ－１９１　)　　34.11  　4　高比良絵美　　　(９９’サセボ)　　32.27  
　2　吉川三重子　　　(シーマンズ　)　　34.24  　5　日室　菜見　　　(水楽遊泳隊　)　　34.98  
　3　渡辺　聡子　　　(ＢＳ古賀　　)　　38.17  　6　三井　梨香　　　(ル・福岡香椎)　　36.54  
　4　佐藤　恵子　　　(水の妖精軍団)　　38.70  　7　鈴木　智絵　　　(セ・野間大池)　　40.99  
　5　石橋　和子　　　(福岡ＳＣ　　)　　39.70  30～34歳
　6　宮永　逸子　　　(ＪＬスポーツ)　　40.88  　1　仲野　小実　　　(ビート八幡　)　　30.96  
　7　田﨑須磨子　　　(コナミ香椎　)　　41.67  　2　大塚二美恵　　　(Ｂ・マリーン)　　31.23  
　8　村上　弘子　　　(下関遊泳民族)　　42.08  　3　黒瀬　慶子　　　(ビート八幡　)　　31.54  
　9　江上　　恵　　　(ル・熊本　　)　　43.63  　4　冨永　麻衣　　　(ハイスピード)　　32.45  
 10　芹澤　圭子　　　(コナミ徳力　)　　44.61  　5　永淵　晶子　　　(ＢＳ久留米東)　　41.08  
 11　花田　邦子　　　(コナミ中間　)　　44.83  　6　田崎　陽子　　　(Ｔ－１９１　)　　41.93  
 12　中村　律子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　55.31  25～29歳
55～59歳 　1　古川　文香　　　(ハイスピード)　　28.94  
　1　中小田千鶴子　　(ビートＳＣ　)　　34.14  　2　朝長　菜月　　　(ビート八幡　)　　29.28  
　2　神代ひとみ　　　(ＳＳＳ防府　)　　36.38  　3　日野　　薫　　　(電通ＢＳ　　)　　29.50  
　3　能見　広美　　　(鴨池ＳＳ　　)　　37.43  　4　飯田　　悠　　　(水の妖精軍団)　　30.99  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
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　5　大賀　清花　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　31.01  　3　栗田　　進　　　(水楽遊泳隊　)　　31.06  
　6　井上しおり　　　(プリオ　　　)　　42.90  　4　徳嶋　初喜　　　(ル・春日　　)　　31.27  
18～24歳 　5　杉野　隆則　　　(水楽遊泳隊　)　　31.28  
　1　石田　実梨　　　(原田学園ＳＳ)　　28.90  　6　中島富士夫　　　(ＢＳ小郡　　)　　33.54  
　2　冨安　　楓　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　29.92  　7　石原　俊己　　　(Ｔ－１９１　)　　35.76  
　3　正田　沙樹　　　(ル・福岡香椎)　　30.19  　8　渡辺　浩実　　　(はるおか福岡)　　37.78  
　4　西村　彩美　　　(福県大ＳＴ　)　　31.46  　9　山本　真二　　　(ル・小倉　　)　　44.93  
　5　川端　紗織　　　(ＴＣＬ　　　)　　32.77  50～54歳
　5　橋本千帆理　　　(スイム・ラボ)　　32.77  　1　渡辺　和彦　　　(Ｆ－ＳＷＩＭ)　　27.88  
　7　上川　和華　　　(ワンダフォー)　　34.19  　2　越川　暢彦　　　(福岡ＳＣ　　)　　29.56  
　8　辻脇真梨子　　　(福県大ＳＴ　)　　43.13  　3　前田　治久　　　(ビートＳＣ　)　　30.29  
　9　飯森麻由子　　　(福県大ＳＴ　)　　44.04  　4　高宮　博樹　　　(敬水会　　　)　　30.66  

　5　中邑　卓郎　　　(パナＥＳ　　)　　30.90  
No.　8 男子　 50m 自由形　　　　　  　6　三好　　誠　　　(ＢＳ長住　　)　　33.46  
90～94歳 　7　三苫　信行　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　34.16  
　1　川崎　　稔　　　(シーマンズ　)　　46.49  　8　三吉　　実　　　(ＳＳＳ山口　)　　35.98  
85～89歳 　9　本田　栄司　　　(ＢＳ久留米　)　　36.01  
　1　栁川　　格　　　(ＢＳ長住　　)　　51.66   10　権藤　健市　　　(ＢＳ久留米　)　　38.12  
80～84歳  11　岡本　成道　　　(ＢＳ長住　　)　　38.43  
　1　堀部　和禄　　　(福岡ムーンＣ)　　40.06   12　梅崎　了一　　　(コナミマリナ)　　41.95  
　2　中園　春芳　　　(ル・福岡西新)　　41.54  45～49歳
　3　蒲池　徹志　　　(ＫＵＳ　　　)　　42.03  　1　小串　修一　　　(ル・佐世保　)　　25.27  
　4　山内　滿義　　　(ル・イオン　)　　47.28  　2　奥本　一夫　　　(ＪＵＪＯ　　)　　26.52  
75～79歳 　3　石井　真哉　　　(ＴＷ福岡　　)　　26.77  
　1　森永源二郎　　　(シーマンズ　)　　34.51  　4　小林　弘明　　　(いさはやＳＣ)　　27.58  
　2　野田　　清　　　(ＫＵＳ　　　)　　39.08  　5　江頭　　潤　　　(ウイングス　)　　30.01  
　3　水田　　信　　　(福岡ムーンＣ)　　40.42  　6　北島　知夫　　　(長崎ＴＳ　　)　　30.15  
　3　岡野　　忠　　　(コナミ長崎　)　　40.42  　7　柏木　　剛　　　(Ｃバスター　)　　30.41  
70～74歳 　8　戸島　次郎　　　(ビート八幡　)　　30.46  
　1　高島　光生　　　(福岡ムーンＣ)　　33.86  　9　坂本　伸也　　　(ビート八幡　)　　30.61  
　2　白井　　孝　　　(コナミ戸畑　)　　35.61   10　長谷川貢一　　　(日本フィニス)　　30.92  
　3　矢野　洋司　　　(ＳＳＳ宇部　)　　36.88   11　渡辺　雅浩　　　(はるおか福岡)　　31.13  
　4　中野　廣實　　　(ＢＳ久留米　)　　43.37   12　城野　崇弘　　　(みやきＳＣ　)　　32.83  
　5　田中　好則　　　(ピーチ・Ｇ　)　　45.76   13　松井　弘司　　　(ワンダフォー)　　33.66  
　6　高山　健次　　　(福岡ムーンＣ)　　45.93   14　山内　　明　　　(長崎ＴＳ　　)　　34.24  
　7　高見誠一郎　　　(長崎ＴＳ　　)　　47.56   15　川内　佳司　　　(コナミマリナ)　　34.25  
65～69歳  16　山本　純司　　　(コナミ香椎　)　　34.28  
　1　山下　常雄　　　(ハイエルボー)　　31.91   17　漆谷　隆紀　　　(下関遊泳民族)　　35.65  
　2　古賀　義幸　　　(ターザン　　)　　32.26   18　杉山　三郎　　　(ル・佐世保　)　　36.65  
　3　金山　卓樹　　　(チーム・スパ)　　34.81   19　重村　大紀　　　(チーム・スパ)　　37.64  
　4　船本　　純　　　(てんげクラブ)　　35.32   20　工藤　浩展　　　(リアスタイル)　　37.83  
　5　西津　敏行　　　(リョーユー　)　　36.04  40～44歳
　6　小野　厚夫　　　(ＳＳＳ山口　)　　36.06  　1　平沼　隆士　　　(よもぎ庵　　)　　25.66  
　7　多田　軒次　　　(１・２・ＳＣ)　　41.38  　2　高柴賢一郎　　　(ブラＱ　　　)　　25.92  
60～64歳 　3　高橋　政俊　　　(よもぎ庵　　)　　26.10  
　1　末光　智広　　　(日本フィニス)　　28.22  　4　菅谷　研一　　　(よもぎ庵　　)　　26.18  
　2　上之原　晃　　　(メルヘン鹿児)　　28.54  　5　真田　洋平　　　(ル・小倉　　)　　26.43  
　3　江上　倫生　　　(Ｂ・マリーン)　　28.72  　6　城戸　克則　　　(ひむかＦＳＣ)　　26.67  
　4　原野　　修　　　(ＢＳ久留米　)　　30.53  　7　石井　博之　　　(日本フィニス)　　26.80  
　5　野本　知之　　　(９９’サセボ)　　32.17  　8　井ノ上教士　　　(日本フィニス)　　26.95  
　6　秋吉　寿継　　　(ビート八幡　)　　33.03  　9　岡　　　睦　　　(チーム珍用会)　　27.32  
　7　吉村　雅彦　　　(ＢＳ小郡　　)　　34.09   10　白坂　元樹　　　(ＪＬスポーツ)　　27.61  
　8　新小田正博　　　(西日本ＳＣ　)　　34.92   11　福守　正臣　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　27.64  
　9　永松　佳憲　　　(敬水会　　　)　　35.13   12　吉牟田芳樹　　　(コナミ香椎　)　　27.65  
 10　若林　　守　　　(レックス　　)　　35.90   13　井本　律夫　　　(レックス　　)　　28.56  
 11　木下　博文　　　(コナミマリナ)　　36.55   14　井口　善文　　　(よもぎ庵　　)　　28.58  
 12　船津　俊朗　　　(ＳＣマリン　)　　36.63   15　崖　　和博　　　(サンクソルダ)　　28.62  
 13　名和田　環　　　(ＳＳＳ宇部　)　　38.49   16　岩佐　浩輝　　　(いさはやＳＣ)　　28.72  
 14　兵頭　禎三　　　(Ｅｓｔａ門司)　　38.74   17　近藤　正巳　　　(セイカＳＣ　)　　28.79  
 15　船本　　尚　　　(てんげクラブ)　　39.71   18　原口　　真　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　29.21  
55～59歳  19　大久保淳平　　　(ＳＳアルファ)　　29.61  
　1　児玉　勝浩　　　(コナミ戸畑　)　　27.29   20　河村　大介　　　(七一ブライツ)　　29.62  
　2　林　　孝志　　　(Ｔ－１９１　)　　29.55   21　藤井　俊介　　　(ビート八幡　)　　30.18  
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 22　高祖　雅則　　　(デイス　　　)　　30.32  　4　大山　晶司　　　(Ｂ・マリーン)　　26.22  
 23　高比良耕一　　　(９９’サセボ)　　30.45  　5　馬場　敦也　　　(原田学園ＳＳ)　　26.48  
 24　久保田　努　　　(ＮＳＳ野上　)　　30.87  　6　泉田　天湧　　　(長崎ＴＳ　　)　　26.62  
 25　三好　章夫　　　(みやきＳＣ　)　　31.56  　7　吉村　　快　　　(はるおか福岡)　　26.71  
 26　西　　康博　　　(コナミ天神　)　　32.70  　8　神代　　翼　　　(ワンダフォー)　　26.79  
 27　武本　靖史　　　(武ＳＴ　　　)　　33.69  　9　前田　拓也　　　(西日本ＳＣ　)　　26.90  
 28　松井　賢司　　　(チーム・スパ)　　34.22   10　安岡　智博　　　(KSGつくし野 )　　26.97  
35～39歳  11　野田　彰生　　　(スイム・ラボ)　　26.99  
　1　高田　博基　　　(Ｃバスター　)　　26.00   12　林　　剛平　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　27.07  
　2　金子　智弥　　　(太陽ＣＯＭ　)　　26.32   13　松尾　浩嗣　　　(ル・佐世保　)　　27.49  
　3　香月　聰志　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　26.41   14　岩田　慎明　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　27.63  
　4　山縣　　功　　　(Ｗイヤーズ　)　　26.79   15　有村　　陸　　　(原田学園ＳＳ)　　28.26  
　5　吉良　道徳　　　(ターザン　　)　　27.15   16　溝口　康太　　　(ル・福岡香椎)　　28.69  
　5　橋口　　尊　　　(ＢＳ長住　　)　　27.15   17　津上　和也　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　40.45  
　7　山﨑　正隆　　　(サンクソルダ)　　27.37  　 　平木　啓介　　　(ＢＳ久留米　)　　
　8　米倉　裕貴　　　(敬水会　　　)　　27.61  
　9　藤本　省吾　　　(はるおか福岡)　　27.72  No.　9 女子　 50m 平泳ぎ　　　　　  
 10　石田　圭吾　　　(Ａ・ＳＴＹＬ)　　28.26  75～79歳
 11　原口　　寿　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　29.00  　1　養父喜代子　　　(エスタ香椎　)　　55.60  
 12　宿里　洋介　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　29.10  　2　小野ユリ子　　　(ル・福岡西新)　1:02.66  
 13　山本　健太　　　(ＳＳアルファ)　　29.69  　3　田仲　庸子　　　(はるおか福岡)　1:18.04  
 14　酒井　宏貴　　　(春泳会　　　)　　30.18  70～74歳
 15　縄田　慎吾　　　(コナミ天神　)　　30.49  　1　景川　孝江　　　(ＢＳ古賀　　)　　51.07  
 16　森光　直樹　　　(ＦｂＳＣ　　)　　31.69  　2　安村キヨ子　　　(ＮＳＳ野上　)　1:00.91  
 17　渋谷　和昭　　　(サンクソルダ)　　31.96  65～69歳
 18　山住　耕太　　　(サワラＳＳ　)　　32.21  　1　吉見多美子　　　(嘉泳会　　　)　　47.57  
 19　松本　幸晴　　　(ル・イオン　)　　32.43  　2　間部満喜子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　48.62  
 20　稲垣　貴浩　　　(ＴＷ福岡　　)　　33.07  　3　﨑村　説子　　　(ル・福岡香椎)　　49.45  
30～34歳 　4　河野ふき子　　　(鴨池ＳＳ　　)　　54.60  
　1　加留部宏幸　　　(ＮＳＳ野上　)　　25.23  　5　藤本恵利子　　　(プリオ　　　)　　55.27  
　2　山本　修平　　　(シーマンズ　)　　26.19  　6　有田喜美枝　　　(七一ブライツ)　　56.19  
　3　松浦　優紀　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　26.68  　7　安田　敏子　　　(コナミ徳力　)　　59.03  
　4　吉田　政宗　　　(甘木ＳＣ　　)　　27.06  　8　青木　博美　　　(チーム・スパ)　1:01.36  
　5　田辺　伸矢　　　(Ｓ．Ｇ．Ｐ　)　　27.08  　9　立石けい子　　　(ル・春日　　)　1:05.66  
　6　松木　孝憲　　　(Ｓｈｏｋｋｉ)　　27.31  60～64歳
　7　高見　　琢　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　27.66  　1　髙橋　順子　　　(コナミ徳力　)　　49.24  
　8　石崎　　篤　　　(プリオ　　　)　　27.81  　2　川口　慶子　　　(コナミ徳力　)　　51.74  
　9　福田　剛士　　　(ＪＵＪＯ　　)　　28.55  　3　村井　悦子　　　(ＭＴＲ　　　)　　53.15  
 10　清瀧　雄太　　　(七一ブライツ)　　29.11  　4　林　　良子　　　(ＢＳ古賀　　)　　54.62  
 11　山本　一登　　　(サンクソルダ)　　29.15  　5　築地　秀実　　　(ル・福岡西新)　　54.76  
 12　諸藤　　彰　　　(長崎ＴＳ　　)　　30.93  　6　井上　智子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　59.20  
 13　藤井　祐紀　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　31.77  　7　山村　靖子　　　(元気くらぶ　)　　59.72  
 14　白水　宗洋　　　(コナミ香椎　)　　32.67  　8　岩永千恵子　　　(元気くらぶ　)　1:07.48  
 15　三木　恵介　　　(サンクソルダ)　　33.61  　9　末松　玲子　　　(Ｅｓｔａ門司)　1:12.22  
 16　山縣　正明　　　(はるおか山口)　　33.70  55～59歳
25～29歳 　1　網屋にしき　　　(ＪＬスポーツ)　　45.45  
　1　人見　晋史　　　(西日本ＳＣ　)　　24.04  　2　久保　珠美　　　(ル・福岡西新)　　47.97  
　2　近藤　靖典　　　(よもぎ庵　　)　　24.81  　3　田吹　智子　　　(タッドポール)　　48.96  
　3　志賀　龍一　　　(ビート八幡　)　　25.16  50～54歳
　4　河本　健太　　　(ＯＶＥＲ千五)　　25.49  　1　木庭志保美　　　(トライアンフ)　　42.33  
　5　風間　達也　　　(ＮＳＳ野上　)　　25.59  　2　岡村小百合　　　(ＮＳＳ野上　)　　44.94  
　6　川上　勝臣　　　(ＭｇＦａｍ　)　　26.00  　3　岡本　展代　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　45.36  
　7　成富　隆介　　　(水中家族　　)　　27.16  　4　中村　郁子　　　(アクス周南　)　　45.55  
　8　林田　宗佳　　　(ＭｇＦａｍ　)　　27.73  　5　武藤　悦子　　　(七一ブライツ)　　47.35  
　9　新村　恭平　　　(チーム・スパ)　　28.17  　6　酒井　琴美　　　(ＪＵＪＯ　　)　　48.71  
 10　平　　大将　　　(ル・イオン　)　　28.51  　7　松葉嘉代子　　　(福岡ＳＣ　　)　　51.62  
 11　林　　祐樹　　　(ル・熊本　　)　　29.11  　8　濱地　恭子　　　(元気くらぶ　)　　55.10  
 12　川上　翔介　　　(チーム島原　)　　32.13  　9　渡辺　智美　　　(ＺＥＴＡ　　)　　57.16  
 13　安部　卓也　　　(ワンダフォー)　　37.68  45～49歳
18～24歳 　1　河野紀代美　　　(下関遊泳民族)　　36.91  
　1　岡　　宏太　　　(はるおか福岡)　　24.59  　2　金澤有紀子　　　(コナミ城南　)　　46.86  
　2　小林　涼介　　　(ル・福岡香椎)　　24.95  　3　本田祐三子　　　(チーム・スパ)　　47.82  
　2　菅原　孝義　　　(電通ＢＳ　　)　　24.95  　4　谷川　陸乃　　　(福岡ＳＣ　　)　　47.87  
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　5　籾井　敬子　　　(西日本ＳＣ　)　　48.06  　4　竹中　一克　　　(コナミ天神　)　　41.19  
　6　江里口博子　　　(ＢＳ古賀　　)　　51.55  　5　里　　　宏　　　(レックス　　)　　42.32  
　7　河野　睦子　　　(ＪＬスポーツ)　　52.28  　6　石原　俊己　　　(Ｔ－１９１　)　　44.43  
　8　上野真由美　　　(福岡ＳＣ　　)　　52.92  　7　伊東美智男　　　(ＪＵＪＯ　　)　　45.61  
　9　茨木由香里　　　(Ｅｓｔａ門司)　1:05.37  　8　徳永　隆伸　　　(リアスタイル)　　54.14  
 10　幸松　牧子　　　(下関遊泳民族)　1:08.05  50～54歳
40～44歳 　1　則松　敬一　　　(コナミ長崎　)　　32.80  
　1　小野ユキコ　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　40.22  　2　宮嶋　年宏　　　(コナミ北浦和)　　35.99  
　2　森部　朝子　　　(福岡ムーンＣ)　　45.09  　3　松下　幸裕　　　(チーム・スパ)　　36.37  
　3　村上　雅子　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　45.16  　4　平井　未希　　　(ル・三軒茶屋)　　37.23  
　4　平田　民恵　　　(ＴＭドルドル)　　49.72  　5　寺本栄一郎　　　(ル・イオン　)　　46.36  
　5　福田　淑子　　　(ル・佐世保　)　　56.52  45～49歳
35～39歳 　1　中川　昭男　　　(トライアンフ)　　34.39  
　1　入江　涼子　　　(福岡ＳＣ　　)　　44.27  　2　荒木　厚博　　　(Ｔ－１９１　)　　34.47  
　2　村谷　嘉子　　　(コナミ筑紫野)　　46.13  　3　北村　仁志　　　(シーマンズ　)　　34.68  
　3　井上より子　　　(サワラＳＳ　)　　50.14  　4　森山　伸治　　　(いさはやＳＣ)　　35.13  
30～34歳 　5　林　　敬治　　　(ル・春日　　)　　36.28  
　1　山下　奈々　　　(ＺＥＴＡ　　)　　41.36  　6　橋垣　　亮　　　(チーム珍用会)　　36.93  
　2　岡野　沙織　　　(西日本ＳＣ　)　　42.54  　7　上釜　真一　　　(Ｓｈｏｋｋｉ)　　38.03  
　3　鈴木　　翠　　　(ル・小倉　　)　　51.64  　8　城島　雄樹　　　(ＴＭドルドル)　　38.41  
18～24歳 　9　新枦　達也　　　(チーム珍用会)　　38.94  
　1　坂田　　紫　　　(トライアンフ)　　33.25   10　春園　尚志　　　(セ・天神　　)　　40.53  
　2　田口帆奈美　　　(福岡リゾスポ)　　42.07   11　福原　清貴　　　(ＳＤ小倉　　)　　41.13  
　3　深瀬かずほ　　　(福県大ＳＴ　)　1:02.10   12　大田　正人　　　(コナミ徳力　)　　41.75  

 13　高橋　伸彦　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　41.95  
No. 10 男子　 50m 平泳ぎ　　　　　   14　本田　和弘　　　(サワラＳＳ　)　　43.12  
80～84歳  15　薬師寺　尚　　　(ワンダフォー)　　44.90  
　1　井上　　茂　　　(広島西風新都)　　54.11   16　三原　昌幸　　　(ル・大分　　)　　47.80  
　2　花村　智二　　　(福岡ムーンＣ)　1:01.95  　 　工藤　浩展　　　(リアスタイル)　　 失格  
75～79歳 40～44歳
　1　志水二千六　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　46.54  　1　芳司　　修　　　(シーマンズ　)　　32.52  
　2　尾首　昌秀　　　(２１ＦＣ　　)　　48.10  　2　増本　賢治　　　(コナミ城南　)　　32.54  
　3　広瀬　健治　　　(チーム島原　)　　48.34  　3　堤　　祐馬　　　(ＡＣプラス　)　　32.67  
　4　新本　忠司　　　(安房ＭＳ　　)　　51.65  　4　大塚　貴文　　　(ＴＷ福岡　　)　　33.12  
　5　大原　　巖　　　(ビートＳＣ　)　　54.88  　5　小堺　紀英　　　(シードラゴン)　　33.37  
70～74歳 　6　大末　　武　　　(Ｗイヤーズ　)　　33.87  
　1　深堀　堯憲　　　(室見川ＳＣ　)　　41.82  　7　倉吉　真吾　　　(ＪＳＳちくご)　　34.13  
　2　松本　祐二　　　(ＢＳ古賀　　)　　44.26  　8　中尾　仁博　　　(Ｗイヤーズ　)　　34.22  
　3　窪山　俊行　　　(甘木ＳＣ　　)　　44.57  　9　岡本　弘司　　　(サンクソルダ)　　37.47  
　4　北村　文明　　　(セ・野間大池)　　49.22   10　古賀　文二　　　(９９’サセボ)　　39.74  
　5　高西　　完　　　(ＳＡ宮古島　)　　58.19   11　松井　賢司　　　(チーム・スパ)　　40.77  
　6　錦織孔二朗　　　(ウイングス　)　　59.60   12　衣川　浩一　　　(春泳会　　　)　　41.68  
65～69歳 35～39歳
　1　林　　　敏　　　(アクス周南　)　　38.60  　1　今井　亮介　　　(Ｗイヤーズ　)　　28.89  
　2　林　　敏夫　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　40.67  　2　林　　丈太　　　(元気くらぶ　)　　31.61  
　3　石井　　博　　　(９９’サセボ)　　42.21  　3　石川　貴史　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　32.13  
　4　内田　信成　　　(ル・イオン　)　　43.81  　4　森岡陽一郎　　　(下関遊泳民族)　　33.95  
　5　和田　達彦　　　(トビシマ　　)　　43.88  　5　今井　啓介　　　(Ｗイヤーズ　)　　34.26  
　6　志波　敬二　　　(小郡ＳＳ福岡)　　49.28  　6　五十嵐崇則　　　(ル・熊本　　)　　36.44  
　7　田中　俊英　　　(チーム・スパ)　　58.28  　7　浦郷　知生　　　(コナミ城南　)　　39.70  
60～64歳 　8　山田　栄作　　　(ル・小倉　　)　　42.48  
　1　上坂　仁志　　　(福岡ムーンＣ)　　37.79  30～34歳
　2　河野　幸彦　　　(わかあゆＳＣ)　　38.52  　1　松本　雄生　　　(チームレフコ)　　30.00  
　3　森山　達巳　　　(ＢＳ小郡　　)　　40.49  　2　石田　大輔　　　(ハイスピード)　　30.89  
　4　裵　　英正　　　(ＴＷ福岡　　)　　42.03  　3　眞鍋　佑輔　　　(チームレフコ)　　31.06  
　5　田中　伸二　　　(サワラＳＳ　)　　44.84  　4　川原　悠輝　　　(Ｂ・マリーン)　　31.11  
　6　木下　博文　　　(コナミマリナ)　　45.39  　5　清崎　恵佑　　　(ＳＳＳ宇部　)　　31.51  
　7　吉川　恵一　　　(水楽遊泳隊　)　　45.77  　6　水谷　　翔　　　(電通ＢＳ　　)　　33.17  
　8　江藤　央康　　　(ハイエルボー)　　52.53  　7　加藤　寛也　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　35.20  
55～59歳 　8　立岩　和喜　　　(コナミ徳力　)　　38.62  
　1　吉内　一俊　　　(セイカＳＣ　)　　37.06  　9　諸藤　　彰　　　(長崎ＴＳ　　)　　43.32  
　2　田吹　和満　　　(タッドポール)　　37.27  25～29歳
　3　山中　正美　　　(福岡ムーンＣ)　　39.70  　1　切通　佑輔　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　29.70  
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　2　上之薗　翔　　　(春泳会　　　)　　31.62  25～29歳
　3　錦戸　秀晃　　　(はるおか福岡)　　32.39  　1　朝長　菜月　　　(ビート八幡　)　　31.18  
　4　馬場誠士朗　　　(ＭｇＦａｍ　)　　32.82  　2　西田麻衣子　　　(はるおか福岡)　　35.17  
　5　川上　翔介　　　(チーム島原　)　　41.13  18～24歳
18～24歳 　1　安井みなみ　　　(KSGつくし野 )　　29.87  
　1　西山龍二郎　　　(原田学園ＳＳ)　　29.54  　2　石田　実梨　　　(原田学園ＳＳ)　　30.38  
　2　神代　　翼　　　(ワンダフォー)　　32.32  　3　田中　綾乃　　　(福岡リゾスポ)　　31.06  
　3　東海林　樹　　　(日本フィニス)　　32.62  　4　大塚　麻由　　　(コナミマリナ)　　31.37  
　4　松下　幹太　　　(チーム・スパ)　　33.13  　5　山下真名美　　　(原田学園ＳＳ)　　31.92  
　5　上川　昇平　　　(ワンダフォー)　　33.93  　6　柳川　実輝　　　(セ・天神　　)　　32.46  
　6　坂田　　俊　　　(セ・野間大池)　　34.22  　7　佐伯　真菜　　　(チームレフコ)　　32.67  
　7　金子　彬史　　　(チーム島原　)　　36.66  
　8　三宅　悠介　　　(福県大ＳＴ　)　　38.50  No. 12 男子　 50m バタフライ　　　  
　9　広田　晃平　　　(福県大ＳＴ　)　　41.18  80～84歳
 10　佐々木健汰　　　(サンクソルダ)　　46.01  　1　小川　秋利　　　(シーマンズ　)　　48.60  

75～79歳
No. 11 女子　 50m バタフライ　　　  　1　高倉　　章　　　(コナミ天神　)　　34.96  
75～79歳 　2　吉成　一彦　　　(福岡ムーンＣ)　　53.84  
　1　中野美佐子　　　(ＳＣマリン　)　1:06.77  　3　田中　反兪　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　55.25  
　2　成安　チエ　　　(Ｅｓｔａ門司)　1:12.53  70～74歳
70～74歳 　1　緒方　徳光　　　(シーマンズ　)　　33.73  
　1　今泉夕起子　　　(コナミ城南　)　　59.16  　2　富岡　芳彦　　　(ターザン　　)　　41.99  
　2　疇津　慶子　　　(コナミ徳力　)　1:00.47  　3　浦上　　武　　　(ビートＳＣ　)　　44.81  
　3　吉賀喜代美　　　(コナミ徳力　)　1:01.34  　4　石橋　　博　　　(コナミ大野城)　　46.93  
　4　金丸　暁子　　　(サワラＳＳ　)　1:08.84  65～69歳
65～69歳 　1　吉永　幸男　　　(ＳＳＳ宇部　)　　33.89  
　1　松重　末子　　　(福岡ムーンＣ)　　44.09  　2　原田　達雄　　　(ビート久留米)　　57.50  
　2　江﨑多美子　　　(長崎ＴＳ　　)　　44.34  60～64歳
　3　土井　文子　　　(ル・春日　　)　　48.44  　1　松永　正則　　　(スイム・ラボ)　　31.93  
　4　百溪たつ子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　　51.64  　2　豊田　英士　　　(別府ＭＳＣ　)　　36.08  
　5　吉田　照子　　　(サワラＳＳ　)　　53.64  　3　吉川　茂樹　　　(福岡ＳＣ　　)　　37.27  
　6　伊東久美子　　　(ル・小倉　　)　1:00.17  　4　藤本　廣司　　　(ＢＳ長住　　)　　41.66  
　7　寺井登美江　　　(ＢＳ久留米　)　1:01.32  55～59歳
　8　和田とめ子　　　(コナミ城南　)　1:01.44  　1　山川　洋一　　　(トライアンフ)　　29.71  
60～64歳 　2　三浦　久夫　　　(ＢＳ久留米　)　　39.31  
　1　松尾美智子　　　(Ｔ－１９１　)　　38.22  50～54歳
　2　松岡　公子　　　(ＳＳＳ山口　)　　41.66  　1　大内　正史　　　(スパーク日立)　　29.90  
　3　久保美代子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　42.57  　2　小川　　仁　　　(コナミ香椎　)　　30.31  
　4　山口美智子　　　(コナミ香椎　)　　49.79  　3　宮林　誠之　　　(ル・春日　　)　　31.99  
　5　村上　弘子　　　(下関遊泳民族)　　50.04  　4　阿久根邦隆　　　(セイカＳＣ　)　　35.42  
　6　吉村　典子　　　(水楽遊泳隊　)　　53.26  　5　岡本　成道　　　(ＢＳ長住　　)　　44.53  
　7　下東千恵子　　　(ＢＳ久留米　)　　53.48  45～49歳
55～59歳 　1　塩田　英二　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　26.79  
　1　網屋にしき　　　(ＪＬスポーツ)　　40.41  　2　高倉　玄太　　　(熊大しぶき会)　　27.90  
　2　木村ひとみ　　　(ＢＳ古賀　　)　　41.55  　3　山内　康寛　　　(いさはやＳＣ)　　29.72  
　3　上田みゆき　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　　42.58  　4　藤原日出和　　　(臼杵ＭＳＣ　)　　29.94  
　4　安田　幸子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　47.08  　5　井手　昌孝　　　(はるおか福岡)　　30.08  
　5　荒井　博子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　48.10  　6　小辻　英俊　　　(チーム島原　)　　30.21  
　6　松木　治美　　　(１・２・ＳＣ)　　51.81  　7　柏木　　剛　　　(Ｃバスター　)　　32.04  
　7　棚町　ゆき　　　(KSGつくし野 )　　53.57  　8　戸島　次郎　　　(ビート八幡　)　　32.66  
50～54歳 　9　大隈　和彦　　　(ル・春日　　)　　37.45  
　1　杉山　陽子　　　(チーム・スパ)　　40.04  40～44歳
　2　藤澤　京子　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　42.14  　1　前田　裕之　　　(ブラＱ　　　)　　27.29  
　3　田中　りか　　　(ＳＣマリン　)　　45.82  　2　髙口　善行　　　(ＡＣプラス　)　　27.90  
　 　辻本　美和　　　(ワンダフォー)　　 失格  　3　中園　英憲　　　(エキサイター)　　28.44  
40～44歳 　4　貴島　順治　　　(電通ＢＳ　　)　　28.68  
　1　川西　敦子　　　(福岡ムーンＣ)　　40.38  　5　福守　正臣　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　28.86  
35～39歳 　6　飯盛　久輝　　　(シーマンズ　)　　29.36  
　1　平松　祐子　　　(コナミ城南　)　　35.68  　7　岩崎　哲也　　　(ビートＳＣ　)　　29.93  
30～34歳 　8　鶴嶋　清徳　　　(ブラＱ　　　)　　30.61  
　1　鬼鞍　志津　　　(ル・イオン　)　　33.91  　9　河村　大介　　　(七一ブライツ)　　31.29  
　2　永谷　美佳　　　(原田学園ＳＳ)　　34.21   10　城戸　直樹　　　(デイス　　　)　　32.23  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

35～39歳 60～64歳
　1　柴田　浩志　　　(ＳＣマリン　)　　27.68  　1　長友　純子　　　(ターザン　　)　　41.74  
　2　吉村　信吾　　　(エルグＳＳ　)　　28.14  　2　林田由紀子　　　(ターザン　　)　　42.63  
30～34歳 　3　名和田靖子　　　(ＳＳＳ宇部　)　　45.29  
　1　沖田　健二　　　(ル・佐世保　)　　28.12  　4　林　　智子　　　(ひむかＦＳＣ)　　49.07  
　2　平川　雄太　　　(ル・佐世保　)　　28.27  　5　岩永　広子　　　(ＢＳ久留米　)　　51.49  
25～29歳 　6　松村　裕子　　　(下関遊泳民族)　　51.64  
　1　石橋　千彰　　　(電通ＢＳ　　)　　25.40  　7　吉本　幸子　　　(ＢＳ久留米　)　　51.71  
　2　近藤　靖典　　　(よもぎ庵　　)　　26.39  55～59歳
　3　村野　遼太　　　(三田水泳会　)　　26.43  　1　安田　幸子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　44.72  
　4　青木　　颯　　　(コナミ天神　)　　27.13  　2　山崎　京子　　　(ビートＳＣ　)　　47.89  
　5　村上　　亮　　　(ル・春日　　)　　27.50  　3　高倉　留美　　　(ＢＳ久留米　)　1:05.72  
　6　河本　健太　　　(ＯＶＥＲ千五)　　27.67  　4　山川　恭代　　　(春泳会　　　)　1:08.23  
　7　太田　和宏　　　(黒佐水泳学校)　　29.12  50～54歳
　8　米倉　亮太　　　(電通ＢＳ　　)　　29.15  　1　末永　昌子　　　(ＳＳＳ山口　)　　48.13  
　9　村田　孝介　　　(ワンダフォー)　　30.49  45～49歳
18～24歳 　1　松崎　里美　　　(福岡ＳＣ　　)　　47.16  
　1　福地　将理　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　27.01  40～44歳
　2　田中　晴海　　　(はるおか福岡)　　27.57  　1　木村　多恵　　　(ＪＳＳちくご)　　37.40  
　3　中本隆之介　　　(チーム・スパ)　　28.09  35～39歳
　4　西森　拳成　　　(原田学園ＳＳ)　　28.42  　1　中請　優美　　　(エキサイター)　　31.45  
　5　中川涼太郎　　　(チーム・スパ)　　30.42  　2　小代のぞみ　　　(Ｂ・マリーン)　　34.89  
　6　平井　俊光　　　(サワラＳＳ　)　　32.48  　3　松川　範子　　　(チーム島原　)　　36.89  
　7　小林　朋史　　　(ル・福岡西新)　　32.53  　4　髙井　陽子　　　(下関遊泳民族)　　41.72  
　8　菊田　瑛司　　　(ＮＳＳ野上　)　　34.20  　5　竹中　芳枝　　　(日本フィニス)　　42.45  

30～34歳
No. 13 女子　 50m 背泳ぎ　　　　　  　1　秋貞　早代　　　(ディアーズ　)　　33.68  
90～94歳 25～29歳
　1　白石　和子　　　(ディアーズ　)　1:32.89  　1　松本　優花　　　(ＢＳ古賀　　)　　35.62  
80～84歳 　2　飯田　　悠　　　(水の妖精軍団)　　37.09  
　 　川村トキ子　　　(下関遊泳民族)　　 失格  18～24歳
75～79歳 　1　松尾　美咲　　　(ＭｇＦａｍ　)　　30.82  
　1　植田　朝子　　　(ＪＡＳＳ　　)　　54.41  　2　安井みなみ　　　(KSGつくし野 )　　33.06  
　2　山口　笑子　　　(ＢＳ久留米　)　　58.83  　3　南部由梨絵　　　(ル・長崎　　)　　33.44  
　3　百﨑　絹子　　　(コナミ城南　)　1:02.02  　4　島﨑　夏海　　　(ＢＳ久留米　)　　34.11  
　4　小野田洋子　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　1:03.49  　5　田中くるみ　　　(KSGつくし野 )　　35.51  
　5　原野冨美佳　　　(小郡ＳＳ福岡)　1:12.01  　6　山脇由里絵　　　(ル・福岡香椎)　　39.77  
　6　伊地知泰子　　　(コナミ徳力　)　1:18.17  
70～74歳 No. 14 男子　 50m 背泳ぎ　　　　　  
　1　福永　静枝　　　(下関遊泳民族)　　46.10  85～89歳
　2　打越眞理子　　　(セイカＳＣ　)　　48.39  　1　栁川　　格　　　(ＢＳ長住　　)　1:02.32  
　3　豊永　豊美　　　(コナミ香椎　)　　51.21  80～84歳
　4　重光　絹枝　　　(ＪＡＳＳ　　)　　52.19  　1　野瀬　善彦　　　(ＫＵＳ　　　)　　49.44  
　5　平田　順子　　　(コナミ筑紫野)　　56.12  　2　高森　元行　　　(フェニックス)　　55.68  
　6　堀　　順子　　　(長丘ＤＳＣ　)　1:01.65  　3　前田　　稔　　　(ＳＣマリン　)　1:04.50  
　7　佐藤　秀子　　　(下関遊泳民族)　1:08.04  75～79歳
　 　中川　満代　　　(下関遊泳民族)　　 失格  　1　安広　和雄　　　(アンコーズ　)　　57.57  
65～69歳 70～74歳
　1　中尾　久美　　　(ＳＳＳ山口　)　　39.69  　1　梶原庄一郎　　　(ル・大分　　)　　42.38  
　2　江﨑多美子　　　(長崎ＴＳ　　)　　47.28  　2　渡邉　健介　　　(ウイングス　)　　42.52  
　3　木村　慶子　　　(ＪＬスポーツ)　　49.08  　3　財津　晴喜　　　(オーステン　)　　44.33  
　4　池尻　邦江　　　(コナミ徳力　)　　50.10  　4　平田　清二　　　(ＢＳ小郡　　)　　45.54  
　5　土井　文子　　　(ル・春日　　)　　51.69  65～69歳
　6　馬場　昭子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　52.47  　1　吉見　　茂　　　(嘉泳会　　　)　　37.50  
　7　東原　絹代　　　(ＢＳ久留米　)　　53.12  　2　古市　新治　　　(ＳＳＳ山口　)　　37.98  
　8　中川知世子　　　(下関遊泳民族)　　53.23  　3　松山　博文　　　(ル・佐世保　)　　46.33  
　9　川本みづえ　　　(はるおか福岡)　　53.88  　4　徳永　俊美　　　(チーム・スパ)　1:00.49  
 10　吉田久美恵　　　(ＢＳ小郡　　)　　55.59  60～64歳
 11　豊永　桂子　　　(ＡＣプラス　)　　57.69  　1　藤木　邦雄　　　(セ・天神　　)　　37.80  
 12　副嶋　清美　　　(ル・佐世保　)　1:00.05  　2　秋吉　寿継　　　(ビート八幡　)　　39.39  
 13　土井　裕子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:06.28  　3　平井　六郎　　　(横浜サクラ　)　　39.82  

　4　津田　光政　　　(ル・長崎　　)　　40.45  
　5　奥田　亨弘　　　(はるおか福岡)　　45.58  
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期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　6　村上　義和　　　(チーム・スパ)　1:15.30  35～39歳
55～59歳 　1　林　　裕介　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　29.08  
　1　高山　健司　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　42.61  　2　松本　　誠　　　(ル・福岡香椎)　　30.52  
　2　小島　明夫　　　(ＴＷ福岡　　)　　44.86  　3　黒木　智章　　　(ターザン　　)　　30.89  
　3　小川　好英　　　(わかあゆＳＣ)　　50.50  　4　光橋　浩二　　　(ＳＳアルファ)　　39.84  
　4　大田　雅文　　　(レックス　　)　　51.38  30～34歳
50～54歳 　1　手島　浩太　　　(甘木ＳＣ　　)　　26.53  
　1　本村　祐幸　　　(ＪＳＳちくご)　　38.54  　2　宿里　竜太　　　(原田学園ＳＳ)　　28.24  
　2　中邑　卓郎　　　(パナＥＳ　　)　　41.94  　3　川原　悠輝　　　(Ｂ・マリーン)　　29.08  
45～49歳 　4　平井　陽伸　　　(チームレフコ)　　29.76  
　1　佐々木貴士　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　29.50  　5　諏訪辺　峻　　　(ル・春日　　)　　33.45  
　2　岡本　秀一　　　(セ・野間大池)　　38.50  　6　長田　和也　　　(ＯＶＥＲ千五)　　33.64  
　3　山本　純司　　　(コナミ香椎　)　　44.42  25～29歳
　4　甲木　秀弘　　　(ＢＳ久留米　)　　45.88  　1　神﨑　亮丞　　　(ＭｇＦａｍ　)　　27.21  
40～44歳 　2　岳藤　　翔　　　(ハイスピード)　　27.67  
　1　前田　裕之　　　(ブラＱ　　　)　　28.76  　3　市原　翔太　　　(ル・小倉　　)　　32.31  
　2　本田健志郎　　　(ル・福岡西新)　　29.27  　4　河内　崇志　　　(ル・小倉　　)　　32.37  
　3　掛谷　玄至　　　(セ・南千住　)　　31.62  　5　江口　将平　　　(水中家族　　)　　33.29  
　4　平山　智明　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　33.86  18～24歳
　5　飯盛　久輝　　　(シーマンズ　)　　34.12  　1　江藤　倖平　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　31.29  
　6　橋本　　薫　　　(ＳＳＳ宇部　)　　35.48  　2　渡邊　俊太　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　32.88  
　7　有浦　　修　　　(コナミ筑紫野)　　36.63  　3　関　　飛翼　　　(サワラＳＳ　)　　33.85  

No. 15 混合4× 25m メドレーリレー　  
280～319歳
　1 ＢＳ古賀　　　　　1:21.80 
　　　　　　(木村ひとみ　　　・松本　祐二　　　・景川　孝江　　　・羽野　宗臣　　　) 

42.03
　2 エスタ香椎　　　　1:22.73 
　　　　　　(養父喜代子　　　・柴田　順子　　　・日髙　良公　　　・渡辺　　晋　　　) 

45.11
　3 ウイングス　　　　1:24.17 
　　　　　　(渡邉　健介　　　・多田留美子　　　・岡部　　隆　　　・末広　留美　　　) 

45.16
　4 ＹＹＣＬＵＢ　　　1:29.62 
　　　　　　(小野田洋子　　　・林　　敏夫　　　・守田　賢治　　　・宮永久美子　　　) 

48.84
240～279歳
　1 ＢＳ古賀　　　　　1:08.07 
　　　　　　(石原　一義　　　・渡辺　聡子　　　・山崎　一平　　　・辻原美紀子　　　) 

36.83
　2 ＳＳＳ山口　　　　1:10.13 
　　　　　　(古市　新治　　　・宮崎　聡子　　　・松岡　公子　　　・小野　厚夫　　　) 

36.62
　3 ビートＳＣ　　　　1:14.83 
　　　　　　(中小田千鶴子　　・藤波スズ子　　　・小石　克人　　　・浦上　　武　　　) 

44.00
　4 はるおか福岡　　　1:16.47 
　　　　　　(安武　俊英　　　・佐藤　　薫　　　・鶴田なおみ　　　・三浦　雅之　　　) 

43.54
　5 ル・イオン　　　　1:18.10 
　　　　　　(飯田　　豊　　　・内田　信成　　　・戸川　敏子　　　・松尾留美子　　　) 

42.64
　6 福岡ムーンＣ　　　1:20.46 
　　　　　　(竹谷かをる　　　・高島　光生　　　・山口　茂子　　　・内田　吉則　　　) 

43.62
　7 ＴＷ福岡　　　　　1:24.00 
　　　　　　(森　　洋子　　　・谷口　律子　　　・小島　明夫　　　・畑瀬　貴之　　　) 

53.50
　8 ウイングス　　　　1:27.79 
　　　　　　(平賀　文枝　　　・錦織孔二朗　　　・鴻上　啓子　　　・クリストファカーマン) 

48.33
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　9 ル・佐世保　　　　1:28.11 
　　　　　　(松山史乃富　　　・井添　智子　　　・副嶋　誠則　　　・櫻井　義信　　　) 

50.75
 10 ル・福岡西新　　　1:28.61 
　　　　　　(松藤佳名子　　　・松藤　英哲　　　・築地　秀実　　　・中園　春芳　　　) 

46.03
200～239歳
　1 福岡ムーンＣ　　　1:07.21 
　　　　　　(和泉かのこ　　　・山中　正美　　　・川西　敦子　　　・原　　幸範　　　) 

36.93
　2 福岡ＳＣ　　　　　1:07.76 
　　　　　　(上野真由美　　　・森田よしの　　　・高橋　雄一　　　・越川　暢彦　　　) 

40.50
　3 コナミ徳力　　　　1:08.35 
　　　　　　(立岩　友美　　　・山田　周二　　　・磯田　浩司　　　・池尻　邦江　　　) 

34.61
　4 水楽遊泳隊　　　　1:09.99 
　　　　　　(杉野　隆則　　　・松木　隆教　　　・日室　菜見　　　・天野　和美　　　) 

37.54
　5 はるおか福岡　　　1:17.59 
　　　　　　(矢野美津子　　　・立山　信子　　　・大森　陽介　　　・中村　　篤　　　) 

49.40
　6 ウイングス　　　　1:17.80 
　　　　　　(村上　　睦　　　・平賀　勝治　　　・江頭　　潤　　　・深堀　久子　　　) 

44.83
　7 リョーユー　　　　1:23.58 
　　　　　　(富吉　淳葉　　　・田中丸雅雄　　　・西津　敏行　　　・岸川　美希　　　) 

45.86
　8 ＢＳ久留米　　　　1:24.60 
　　　　　　(甲木　秀弘　　　・中野　廣實　　　・西井　涼子　　　・石橋　智子　　　) 

46.87
　9 元気くらぶ　　　　1:27.92 
　　　　　　(伊藤　　彰　　　・林　　丈太　　　・山村　靖子　　　・濱田　秀子　　　) 

43.19
 10 ル・佐世保　　　　1:28.17 
　　　　　　(松崎　智子　　　・福田　淑子　　　・松山　博文　　　・麻生　正和　　　) 

50.98
 11 水の妖精軍団　　　1:28.30 
　　　　　　(深川　道子　　　・松尾　圭三　　　・白石　浩二　　　・佐藤　恵子　　　) 

54.74
 12 ＴＷ福岡　　　　　1:28.91 
　　　　　　(松本由美子　　　・裵　　英正　　　・榎　　重治　　　・村田智世子　　　) 

46.92
160～199歳
　1 ブラＱ　　　　　　　57.89 
　　　　　　(前田　裕之　　　・中野　　龍　　　・塩田　　緑　　　・川路可奈子　　　) 

28.37
　2 よもぎ庵　　　　　　58.04 
　　　　　　(藤野沙誉子　　　・平沼　隆士　　　・近藤　靖典　　　・高村　晴子　　　) 

31.52
　3 ディアーズ　　　　　58.89 
　　　　　　(秋貞　早代　　　・和田　敏弘　　　・谷口　啓介　　　・三村　則子　　　) 

31.14
　4 シーマンズ　　　　　59.44 
　　　　　　(藤崎　慈子　　　・芳司　　修　　　・飯盛　久輝　　　・吉川三重子　　　) 

31.44
　5 ル・長崎　　　　　1:03.54 
　　　　　　(南部由梨絵　　　・津田　光政　　　・辻塚　洋平　　　・濱本　美幸　　　) 

34.90
　6 春泳会　　　　　　1:03.94 
　　　　　　(佐田　峰代　　　・上之薗　翔　　　・白石　裕子　　　・竹井　賢一　　　) 

33.00



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　7 ＡＣプラス　　　　1:07.37 
　　　　　　(岡田理恵子　　　・堤　　祐馬　　　・髙口　善行　　　・翁　　麗娟　　　) 

35.54
　8 七一ブライツ　　　1:10.74 
　　　　　　(森　　琢磨　　　・榊　　尚子　　　・清瀧　雄太　　　・池本　美奈　　　) 

39.20
　9 ル・熊本　　　　　1:13.18 
　　　　　　(上野　玲子　　　・林　　祐樹　　　・砂原　純子　　　・五十嵐崇則　　　) 

41.34
 10 コナミマリナ　　　1:14.07 
　　　　　　(栗林將次郎　　　・大塚　麻由　　　・廣渡　宣子　　　・石坂　　剛　　　) 

42.63
120～159歳
　1 トライアンフ　　　　56.65 
　　　　　　(栃原　愛弓　　　・中川　昭男　　　・山川　洋一　　　・坂田　　紫　　　) 

30.13
　2 ＴＷ福岡　　　　　1:01.43 
　　　　　　(高田　妙子　　　・大塚　貴文　　　・奥苑　　崇　　　・梅津　由理　　　) 

33.86
　3 ビート八幡　　　　1:01.70 
　　　　　　(黒瀬　慶子　　　・藤井　俊介　　　・仲野　小実　　　・神野　匡司　　　) 

34.52
　4 水の妖精軍団　　　1:02.20 
　　　　　　(飯田　　悠　　　・野上　弘志　　　・原口　宗谷　　　・坂本　志保　　　) 

34.84
　5 セ・野間大池　　　1:06.41 
　　　　　　(岡本　秀一　　　・坂田　　俊　　　・佐竹條利子　　　・高木　洋子　　　) 

33.56
　6 スイム・ラボ　　　1:11.51 
　　　　　　(野田　彰生　　　・橋本千帆理　　　・松永　正則　　　・中島　　香　　　) 

38.20
119歳以下
　1 ＭｇＦａｍ　　　　　55.19 
　　　　　　(松尾　美咲　　　・山口　誠樹　　　・堤　　遥加　　　・神﨑　亮丞　　　) 

29.01
　2 KSGつくし野　　 　　57.02 
　　　　　　(安井みなみ　　　・永田　海人　　　・田中くるみ　　　・安岡　智博　　　) 

30.67
　3 チームレフコ　　　　58.01 
　　　　　　(佐伯　真菜　　　・羽江　圭太　　　・水田　幸子　　　・平井　陽伸　　　) 

31.12
　4 ル・福岡香椎　　　　58.44 
　　　　　　(山脇由里絵　　　・小林　涼介　　　・正田　沙樹　　　・安井　達哉　　　) 

32.37
　5 ＮＳＳ野上　　　　1:03.02 
　　　　　　(上田　紋加　　　・加留部宏幸　　　・菊田　瑛司　　　・山口　真未　　　) 

33.90
　6 福県大ＳＴ　　　　1:08.31 
　　　　　　(辻脇真梨子　　　・三宅　悠介　　　・吉田　　栞　　　・西部　滉平　　　) 

39.81

No. 16 女子　100m 個人メドレー　　  
80～84歳 　3　山添　栄子　　　(ＳＣマリン　)　2:12.97  
　1　釜本　幸子　　　(ＪＵＪＯ　　)　2:50.99  　　　　　　　　　　　　　　　　1:07.01
　　　　　　　　　　　　　　　　1:17.12 　4　宮永久美子　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　2:15.48  
75～79歳 　　　　　　　　　　　　　　　　1:08.80
　1　浅井　瑞穂　　　(ＢＳ久留米　)　2:05.66  　5　金丸　暁子　　　(サワラＳＳ　)　2:25.09  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:02.15 　　　　　　　　　　　　　　　　1:13.24
70～74歳 　6　黒岩　珠美　　　(ビート久留米)　2:32.63  
　1　丸山　一代　　　(ＢＳ八女　　)　1:51.13  　　　　　　　　　　　　　　　　1:09.72

52.56 　 　安村キヨ子　　　(ＮＳＳ野上　)　　 失格  
　2　藤波スズ子　　　(ビートＳＣ　)　1:51.43  

55.85



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

65～69歳 　 　大橋　紀子　　　(セ・野間大池)　　 失格  
　1　砂原　純子　　　(ル・熊本　　)　1:35.80  50～54歳

45.25 　1　富窪田鶴子　　　(ＢＳ長住　　)　1:26.50  
　2　間部満喜子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:37.26  

47.64 　2　江口甲子恵　　　(コナミマリナ)　1:31.96  
　3　折口とみ子　　　(ＪＬスポーツ)　1:38.80  

45.53 　3　杉山　陽子　　　(チーム・スパ)　1:32.52  
　4　岩田　民恵　　　(ＪＳＳ姪浜　)　1:48.13  

50.19 　4　髙木　基子　　　(コナミ城南　)　1:32.54  
　5　八尋　次子　　　(長崎ＴＳ　　)　1:50.34  

49.85 　5　武藤　悦子　　　(七一ブライツ)　1:43.35  
　6　百溪たつ子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　1:51.43  

54.07 　6　屋部　真弓　　　(ＢＳ長住　　)　1:52.44  
　7　馬場　昭子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:52.17  

53.35 　7　井添　智子　　　(ル・佐世保　)　2:06.80  
　8　北村　政江　　　(コナミ徳力　)　1:53.72  

54.23 45～49歳
　9　和田とめ子　　　(コナミ城南　)　2:17.09  　1　近藤　智子　　　(ＢＳ長住　　)　1:29.61  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:02.61
60～64歳 　2　天野　和美　　　(水楽遊泳隊　)　1:33.17  
　1　甲斐千鶴子　　　(福岡ＳＣ　　)　1:29.69  

42.91 　3　上野真由美　　　(福岡ＳＣ　　)　1:41.98  
　2　林田由紀子　　　(ターザン　　)　1:34.81  

44.32 　4　赤尾　朋子　　　(七一ブライツ)　1:48.70  
　3　久保美代子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:39.35  

48.11 　5　江里口博子　　　(ＢＳ古賀　　)　1:53.68  
　4　大澤久美子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　1:45.22  

51.04 40～44歳
　5　上野　玲子　　　(ル・熊本　　)　1:49.53  　1　河野　香里　　　(広島イルカ　)　1:16.93  

50.52
　6　井上　智子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:57.84  　2　束田　涼子　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　1:24.02  

59.13
　7　立山　信子　　　(はるおか福岡)　1:58.23  　3　齋藤　恭子　　　(ＢＳ長住　　)　1:24.96  

57.69
　8　金丸　孝子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　2:10.19  　4　田代亜紀子　　　(ＮＳＳ野上　)　1:25.36  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:04.18
55～59歳 35～39歳
　1　目等　弘美　　　(ＢＳ長住　　)　1:23.48  　1　配川　祥子　　　(ＳＳＳ宇部　)　1:23.06  

40.83
　2　鶴田なおみ　　　(はるおか福岡)　1:37.85  　2　永山　恭子　　　(ＪＬスポーツ)　1:24.61  

44.93
　3　山岡恵都子　　　(ル・熊本　　)　1:46.65  　3　河村亜友実　　　(ル・福岡香椎)　1:47.44  

51.89
　4　荒井　博子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:48.31  25～29歳

50.17 　1　長谷川静香　　　(ＢＳ久留米　)　1:17.83  
　5　池田　雪恵　　　(水楽遊泳隊　)　1:48.46  

52.62 　2　黒木　舞香　　　(Ｂ・マリーン)　1:18.41  
　6　竹谷かをる　　　(福岡ムーンＣ)　1:50.30  

54.35 　3　平塚弓加里　　　(福県大ＳＴ　)　1:31.00  
　7　松尾　美津　　　(コナミ城南　)　1:51.44  

48.70 18～24歳
　8　槇　こづえ　　　(ＪＳＳ姪浜　)　1:54.17  　1　大塚　麻由　　　(コナミマリナ)　1:16.44  

51.65
　9　風間　祐子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:58.93  　2　吉田　　栞　　　(福県大ＳＴ　)　1:28.58  

54.43
 10　安河内敦子　　　(ＴＷ福岡　　)　1:59.24  

57.56
 11　青野比登美　　　(ル・三軒茶屋)　2:04.78  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:02.36
 12　松木　治美　　　(１・２・ＳＣ)　2:08.31  

54.25
 13　松島すえ子　　　(ル・春日　　)　2:17.14  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:04.20

52.45

34.40

34.50

41.70

34.65

40.05
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44.93
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２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No. 17 男子　100m 個人メドレー　　  　6　山崎喜久雄　　　(シードラゴン)　1:29.29  
80～84歳 42.56
　1　小川　秋利　　　(シーマンズ　)　1:45.90  50～54歳

49.41 　1　伊東　愼治　　　(ワンダフォー)　1:04.85  
　2　前田　　稔　　　(ＳＣマリン　)　2:27.40  30.02
　　　　　　　　　　　　　　　　1:07.62 　2　松尾　欣久　　　(寺子屋水泳部)　1:14.13  
75～79歳 32.09
　1　丸山　関男　　　(ＢＳ久留米　)　1:25.67  　3　吉田　直弘　　　(ＦｂＳＣ　　)　1:14.74  

41.54 35.20
　2　志水二千六　　　(ＧＥＮＥＸ　)　1:44.39  　4　宮林　誠之　　　(ル・春日　　)　1:16.39  

48.11 35.34
　3　日髙　良公　　　(エスタ香椎　)　1:46.90  　5　香田　岳之　　　(ＢＳ久留米　)　1:18.22  

50.21 36.66
　4　広瀬　健治　　　(チーム島原　)　1:47.30  　6　力武　知重　　　(ル・佐世保　)　2:11.13  

52.17 　　　　　　　　　　　　　　　　1:03.80
　5　水田　　信　　　(福岡ムーンＣ)　1:50.66  45～49歳

54.22 　1　中川　昭男　　　(トライアンフ)　1:11.40  
　6　前原　松彦　　　(福岡ムーンＣ)　1:59.52  33.30

53.35 　2　井手　昌孝　　　(はるおか福岡)　1:13.04  
　7　髙木　　勇　　　(ＢＳ久留米　)　2:02.12  33.49

57.98 　3　竹井　賢一　　　(春泳会　　　)　1:13.27  
70～74歳 33.28
　1　米田　誠一　　　(鴨池ＳＳ　　)　1:28.06  　4　竹田　大悟　　　(コナミ徳力　)　1:13.88  

40.96 33.03
　2　真田　則之　　　(Ｆナタリー　)　1:37.09  　5　林　　敬治　　　(ル・春日　　)　1:14.09  

49.14 35.14
　3　副嶋　誠則　　　(ル・佐世保　)　1:50.25  　6　門谷雄一郎　　　(セ・野間大池)　1:14.45  

56.02 33.57
65～69歳 　7　山田　周二　　　(コナミ徳力　)　1:18.80  
　1　鍋藤　　聰　　　(福岡ムーンＣ)　1:26.15  37.98

41.54 　8　北島　知夫　　　(長崎ＴＳ　　)　1:19.81  
　2　津村　文雄　　　(はるおか福岡)　1:34.66  38.05

45.03 　9　青山　　歩　　　(ル・長崎　　)　1:20.89  
　3　庄島　英治　　　(下関遊泳民族)　1:36.88  37.81

46.44  10　高森　　強　　　(西日本ＳＣ　)　1:21.64  
　4　山口　俊治　　　(高木瀬ＯＧＫ)　1:38.17  37.69

46.63 　 　塩田　英樹　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　 失格  
　5　三牧　雅明　　　(福岡ＳＣ　　)　1:38.64  　 　山口　健次　　　(スイム・ラボ)　　 失格  

48.77 40～44歳
　6　成宮　　登　　　(グンゼ南草津)　1:55.97  　1　中野　　龍　　　(ブラＱ　　　)　1:05.22  

58.80 29.76
60～64歳 　2　高柴賢一郎　　　(ブラＱ　　　)　1:05.87  
　1　青木　弘興　　　(祖師谷　　　)　1:12.00  30.04

33.88 　3　石井　博之　　　(日本フィニス)　1:07.48  
　2　湯野　　孝　　　(シーマンズ　)　1:20.24  32.09

36.79 　4　城戸　克則　　　(ひむかＦＳＣ)　1:07.61  
　3　二条久保邦彦　　(プリオ　　　)　1:23.80  32.01

37.65 　5　白坂　元樹　　　(ＪＬスポーツ)　1:08.72  
　4　吉村　雅彦　　　(ＢＳ小郡　　)　1:36.58  30.89

43.36 　6　末崎　　繁　　　(ＢＳ久留米東)　1:12.97  
　5　藤本　廣司　　　(ＢＳ長住　　)　1:40.11  34.35

44.43 　7　原口　　真　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　1:15.22  
55～59歳 34.41
　1　芝　　啓造　　　(広島イルカ　)　1:14.79  　8　永渕　寛司　　　(ＢＳ久留米東)　1:15.23  

34.74 36.26
　2　山崎　一平　　　(ＢＳ古賀　　)　1:20.62  　9　城戸　直樹　　　(デイス　　　)　1:18.29  

35.95 34.88
　3　三浦　久夫　　　(ＢＳ久留米　)　1:26.97   10　石坂　　剛　　　(コナミマリナ)　1:20.13  

41.62 36.17
　4　山中　正美　　　(福岡ムーンＣ)　1:28.47   11　衣川　浩一　　　(春泳会　　　)　1:34.03  

40.77 47.06
　5　渋田　勇夫　　　(ＪＳＳちくご)　1:29.10   12　並木　哲也　　　(コナミマリナ)　1:40.94  

41.16 47.38



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

35～39歳 No. 18 女子　 25m 自由形　　　　　  
　1　石川　貴史　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　1:06.17  85～89歳

30.40 　1　清藤　則子　　　(ル・佐世保　)　　26.94  
　2　植田　康平　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　1:07.38  　2　後藤　厚子　　　(ＺＥＴＡ　　)　　29.26  

30.25 80～84歳
　3　井口　元康　　　(ハイエルボー)　1:11.86  　1　江口小枝子　　　(ビート久留米)　　23.40  

32.12 　2　田島　仲子　　　(ターザン　　)　　25.70  
　4　村瀬　佳史　　　(ＳＳアルファ)　1:13.11  　3　奥村　照子　　　(はるおか福岡)　　31.36  

34.22 　4　日高ミス子　　　(鶴亀ＤＳＣ　)　　45.00  
　5　光橋　浩二　　　(ＳＳアルファ)　1:16.63  75～79歳

36.41 　1　坂元　信子　　　(セイカＳＣ　)　　21.57  
　6　山本　健太　　　(ＳＳアルファ)　1:18.24  　2　添田スミ子　　　(水楽遊泳隊　)　　22.42  

37.93 　3　百﨑　絹子　　　(コナミ城南　)　　22.69  
　7　澤井　幹治　　　(エスタ香椎　)　1:18.90  　4　深川　道子　　　(水の妖精軍団)　　23.67  

33.79 70～74歳
　8　安藤章二朗　　　(ＢＳ久留米東)　1:22.04  　1　景川　孝江　　　(ＢＳ古賀　　)　　17.96  

38.17 　2　田中　好子　　　(コナミマリナ)　　18.10  
　9　平山　　学　　　(原田学園ＳＳ)　1:38.05  　3　岸田加代子　　　(ＢＳ八女　　)　　19.16  

45.09 　4　木村　弘子　　　(下関遊泳民族)　　19.72  
30～34歳 　5　久本アヤ子　　　(いさはやＳＣ)　　20.87  
　1　田原　琢朗　　　(ＳＤ小倉　　)　1:03.71  　6　宇田　益美　　　(ＢＳ長住　　)　　21.07  

30.48 　7　池田　　都　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　21.21  
　2　吉田　政宗　　　(甘木ＳＣ　　)　1:06.78  　8　緒方　香春　　　(ビート久留米)　　21.27  

30.70 　9　野村　郁子　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　23.15  
　3　溝口　直生　　　(セイカＳＣ　)　1:08.11   10　水原　頼子　　　(ＢＳ小郡　　)　　24.55  

31.35  11　中村　慶子　　　(下関遊泳民族)　　25.21  
　4　楠本　　潤　　　(サンクソルダ)　1:11.76   12　松雪眞智子　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　26.00  

33.38  13　越智サチ子　　　(水楽遊泳隊　)　　26.34  
　5　矢山　龍一　　　(ＳＤ小倉　　)　1:18.73   14　國澤トミ子　　　(下関遊泳民族)　　26.86  

37.21  15　米田　松子　　　(ターザン　　)　　29.25  
　6　立岩　和喜　　　(コナミ徳力　)　1:23.98  65～69歳

40.51 　1　櫻井　弘子　　　(鴨池ＳＳ　　)　　15.97  
25～29歳 　2　﨑村　説子　　　(ル・福岡香椎)　　16.07  
　1　人見　晋史　　　(西日本ＳＣ　)　　58.44  　3　戸川　敏子　　　(ル・イオン　)　　16.49  

27.21 　4　川上　　曜　　　(Ｅｓｔａ門司)　　17.57  
　2　志賀　龍一　　　(ビート八幡　)　1:04.76  　5　有田喜美枝　　　(七一ブライツ)　　18.76  

29.96 　6　竹之内豊子　　　(下関遊泳民族)　　18.84  
　3　上之薗　翔　　　(春泳会　　　)　1:05.66  　7　柳川　順子　　　(ＳＣマリン　)　　18.85  

30.63 　8　得能　恵子　　　(七一ブライツ)　　19.00  
　4　中村　健志　　　(ル・イオン　)　1:08.20  　9　岩田　民恵　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　19.37  

31.71  10　安田ひろ子　　　(ターザン　　)　　19.75  
　5　太田　和宏　　　(黒佐水泳学校)　1:09.42   11　小嶋　芳子　　　(エスタ香椎　)　　19.99  

32.35  12　山口由利子　　　(元気くらぶ　)　　20.62  
18～24歳  13　関　　千恵　　　(Ｅｓｔａ門司)　　20.79  
　1　安平　亮介　　　(ＪＳＳ姪浜　)　1:00.78   14　都市　和枝　　　(下関遊泳民族)　　21.16  

27.82  15　西村とも子　　　(ＳＳＳ山口　)　　21.22  
　2　岡　　宏太　　　(はるおか福岡)　1:03.32   16　永岡　裕子　　　(チーム・スパ)　　24.32  

29.12  17　古賀久美子　　　(ル・福岡西新)　　24.63  
　3　菅原　孝義　　　(電通ＢＳ　　)　1:03.72   18　比山　祥栄　　　(ＴＷ福岡　　)　　26.78  

29.61  19　黨　　眞澄　　　(元気くらぶ　)　　29.36  
　4　今田祥太郎　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　1:05.57  60～64歳

30.39 　1　吉川三重子　　　(シーマンズ　)　　15.74  
　5　松尾　浩嗣　　　(ル・佐世保　)　1:09.93  　2　柴田　順子　　　(エスタ香椎　)　　17.47  

31.72 　3　辻原美紀子　　　(ＢＳ古賀　　)　　17.48  
　6　川満　　翼　　　(ＳＳアルファ)　1:10.48  　4　崎内惠美子　　　(下関遊泳民族)　　17.56  

33.19 　5　田﨑須磨子　　　(コナミ香椎　)　　17.71  
　7　豊田　航汰　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　1:12.63  　6　川口　慶子　　　(コナミ徳力　)　　18.08  

34.34 　7　下東千恵子　　　(ＢＳ久留米　)　　18.35  
　8　端山　康輔　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　1:16.10  　8　東　久美子　　　(エスタ香椎　)　　18.83  

35.32 　9　吉村　典子　　　(水楽遊泳隊　)　　19.35  
　9　小林　朋史　　　(ル・福岡西新)　1:16.71   10　前川美穂子　　　(ＢＳ小郡　　)　　19.60  

34.93  11　大渕　玲子　　　(セ・野間大池)　　20.33  
 12　宮島　妙子　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　21.46  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

 13　坂田　佳子　　　(レックス　　)　　22.37  　9　井上より子　　　(サワラＳＳ　)　　17.34  
 14　嶋津　妙子　　　(コナミ中間　)　　22.78   10　鈴木　智絵　　　(セ・野間大池)　　18.92  
 15　山本　清美　　　(ＢＳ小郡　　)　　28.89   11　中島　　香　　　(スイム・ラボ)　　19.39  
 16　盛田江美子　　　(セ・野間大池)　　29.98   12　末﨑由紀子　　　(ＢＳ久留米東)　　20.39  
55～59歳  13　岸川　美希　　　(リョーユー　)　　21.44  
　1　高村　晴子　　　(よもぎ庵　　)　　15.70  30～34歳
　2　佐藤　　瞳　　　(下関遊泳民族)　　16.18  　1　梅野　優樹　　　(ＢＳ小郡　　)　　13.83  
　3　能見　広美　　　(鴨池ＳＳ　　)　　16.48  　2　大塚二美恵　　　(Ｂ・マリーン)　　14.59  
　4　田吹　智子　　　(タッドポール)　　17.10  　3　清崎　　綾　　　(ＳＳＳ宇部　)　　15.43  
　5　世利　恭子　　　(ＢＳ太宰府　)　　17.26  　4　大山　優花　　　(レックス　　)　　15.84  
　6　村上　　睦　　　(ウイングス　)　　17.27  　5　上田　紋加　　　(ＮＳＳ野上　)　　15.88  
　7　大塚　千絵　　　(七一ブライツ)　　17.81  　6　木嶋奈津美　　　(下関遊泳民族)　　16.02  
　8　草場　妙子　　　(みやきＳＣ　)　　18.35  　7　田崎　陽子　　　(Ｔ－１９１　)　　20.29  
　9　矢野美津子　　　(はるおか福岡)　　18.59  25～29歳
 10　松崎　智子　　　(ル・佐世保　)　　18.98  　1　栃原　愛弓　　　(トライアンフ)　　12.46  
 11　戸嶋　美紀　　　(下関遊泳民族)　　19.18  　2　大賀　清花　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　　14.39  
 12　村山美知子　　　(元気くらぶ　)　　19.39  　3　山口　真未　　　(ＮＳＳ野上　)　　14.82  
 13　石村　啓子　　　(よもぎ庵　　)　　20.36  　4　中島　菜美　　　(ＪＵＪＯ　　)　　15.33  
 14　梅田　章子　　　(水楽遊泳隊　)　　20.88  　5　有馬　恵美　　　(原田学園ＳＳ)　　17.98  
 15　濱田　秀子　　　(元気くらぶ　)　　21.35  　6　井上しおり　　　(プリオ　　　)　　19.31  
 16　山川　恭代　　　(春泳会　　　)　　23.28  　7　清水　聖美　　　(はるおか福岡)　　20.35  
 17　栗田眞理子　　　(水楽遊泳隊　)　　24.47  18～24歳
　 　有田　千鶴　　　(ディアーズ　)　　 失格  　1　森　　仁美　　　(ＭｇＦａｍ　)　　14.36  
50～54歳 　2　深瀬かずほ　　　(福県大ＳＴ　)　　23.77  
　1　中島　恵美　　　(ル・福岡西新)　　17.04  
　2　三島　恵美　　　(セ・野間大池)　　18.10  No. 19 男子　 25m 自由形　　　　　  
　3　末永　昌子　　　(ＳＳＳ山口　)　　18.26  90～94歳
　4　翁　　麗娟　　　(ＡＣプラス　)　　20.68  　1　川崎　　稔　　　(シーマンズ　)　　19.60  
　5　秋月加津子　　　(ル・長崎　　)　　22.32  85～89歳
　6　江口　敬子　　　(ワンダフォー)　　22.82  　1　澁田巳代治　　　(長丘ＤＳＣ　)　　23.02  
　7　髙藤　準子　　　(水楽遊泳隊　)　　22.92  　2　糸山　義緑　　　(コナミマリナ)　　26.14  
　8　坂井由美子　　　(水楽遊泳隊　)　　23.17  80～84歳
　 　乙吉　智子　　　(ル・福岡西新)　　 失格  　1　河窪　徹之　　　(ＮＳＳ野上　)　　17.53  
45～49歳 　2　山内　滿義　　　(ル・イオン　)　　20.54  
　1　宮崎　聡子　　　(ＳＳＳ山口　)　　14.68  75～79歳
　2　三村　則子　　　(ディアーズ　)　　16.63  　1　森永源二郎　　　(シーマンズ　)　　15.21  
　3　高橋　優子　　　(コナミ香椎　)　　16.92  　2　青木　春彦　　　(セ・野間大池)　　15.66  
　4　清水久美子　　　(ワンダフォー)　　17.47  　3　尾首　昌秀　　　(２１ＦＣ　　)　　16.64  
　5　太田　晶子　　　(ル・春日　　)　　18.26  　4　野田　　清　　　(ＫＵＳ　　　)　　17.35  
　6　平島　香織　　　(ル・イオン　)　　20.10  　5　中村　愼吾　　　(室住ＳＣ　　)　　19.01  
40～44歳 　6　出田　茂宏　　　(ＪＵＪＯ　　)　　20.41  
　1　寺本　美穂　　　(ａｂｙｓｓ　)　　14.24  　7　須崎　良一　　　(元気くらぶ　)　　21.40  
　2　廣瀬　晶子　　　(コナミ天神　)　　14.73  　8　上村　英夫　　　(セ・野間大池)　　26.88  
　3　田代亜紀子　　　(ＮＳＳ野上　)　　14.76  　 　西　　祐作　　　(フィッタ庚午)　　 失格  
　4　琴岡　　理　　　(シーマンズ　)　　15.61  70～74歳
　5　濵地　美加　　　(水の妖精軍団)　　15.70  　1　白井　　孝　　　(コナミ戸畑　)　　15.73  
　6　濱本　美幸　　　(ル・長崎　　)　　15.96  　2　矢野　洋司　　　(ＳＳＳ宇部　)　　16.12  
　7　池本　美奈　　　(七一ブライツ)　　16.76  　3　増田　義亘　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　17.59  
　8　四宮　悦子　　　(ＮＳＳ野上　)　　17.27  　4　渡辺　　晋　　　(エスタ香椎　)　　17.65  
　9　坂本　　望　　　(レックス　　)　　17.29  　5　森田　　稔　　　(ビート八幡　)　　17.95  
 10　藤井　純子　　　(ＢＳ古賀　　)　　18.43  　6　平山　康彦　　　(レックス　　)　　18.19  
 11　鎌田　真由　　　(下関遊泳民族)　　18.90  　7　河村　俊郎　　　(セ・野間大池)　　20.32  
 12　永井　園子　　　(オーキュウＣ)　　20.98  　8　高山　健次　　　(福岡ムーンＣ)　　20.37  
 13　志波　幸奈　　　(ＮＳＳ野上　)　　23.31  　8　原田　芳彦　　　(Ｔ－１９１　)　　20.37  
35～39歳  10　塩川　正隆　　　(みやきＳＣ　)　　20.53  
　1　川路可奈子　　　(ブラＱ　　　)　　14.70   11　光井登志彦　　　(元気くらぶ　)　　21.35  
　2　内川　紀子　　　(エスタ香椎　)　　14.90   12　杉谷　春之　　　(元気くらぶ　)　　22.51  
　3　田中　志穂　　　(原田学園ＳＳ)　　14.91  65～69歳
　4　三好　恵美　　　(はるおか福岡)　　15.10  　1　原　　幸範　　　(福岡ムーンＣ)　　13.60  
　5　友松　幸枝　　　(ＮＳＳ野上　)　　15.15  　2　戸田　義晴　　　(はるおか福岡)　　14.50  
　6　朝吹由紀子　　　(レックス　　)　　15.90  　3　山下　常雄　　　(ハイエルボー)　　14.55  
　7　井上　麻衣　　　(ＴＷ福岡　　)　　16.40  　4　金山　卓樹　　　(チーム・スパ)　　15.44  
　8　城戸由貴子　　　(デイス　　　)　　17.07  　5　西津　敏行　　　(リョーユー　)　　16.02  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　6　谷口　哲郎　　　(ル・春日　　)　　16.33   15　井上　智司　　　(オーキュウＣ)　　16.56  
　7　守田　賢治　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　16.43   16　重村　大紀　　　(チーム・スパ)　　17.01  
　8　下尾　繁廣　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　16.83  40～44歳
　9　宮内　正文　　　(プリオ　　　)　　17.09  　1　菅谷　研一　　　(よもぎ庵　　)　　11.42  
 10　志波　敬二　　　(小郡ＳＳ福岡)　　18.63  　2　森島　直士　　　(敬水会　　　)　　12.23  
 11　田中　俊英　　　(チーム・スパ)　　19.53  　3　川中　　亮　　　(チーム珍用会)　　12.38  
60～64歳 　4　岡　　　睦　　　(チーム珍用会)　　12.53  
　1　上之原　晃　　　(メルヘン鹿児)　　13.04  　5　岩佐　浩輝　　　(いさはやＳＣ)　　12.99  
　2　黒岩　博幸　　　(スイム・ラボ)　　14.96  　6　高祖　雅則　　　(デイス　　　)　　13.41  
　3　松木　隆教　　　(水楽遊泳隊　)　　15.67  　7　藤井　俊介　　　(ビート八幡　)　　13.80  
　4　末富　　誠　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　15.94  　8　井樋　宏二　　　(ＺＥＴＡ　　)　　13.91  
　5　船本　　尚　　　(てんげクラブ)　　16.08  　9　高山　洋平　　　(タッドポール)　　14.30  
　6　中村　義一　　　(下関遊泳民族)　　16.37   10　三好　章夫　　　(みやきＳＣ　)　　14.63  
　7　中礼　成人　　　(コナミ戸畑　)　　16.78   11　片山　幹夫　　　(ブラＱ　　　)　　16.11  
　8　宮﨑　宏幸　　　(Ｅｓｔａ門司)　　16.84   12　高野　淳一　　　(ル・長崎　　)　　16.73  
　9　吉岡　　淳　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　16.92   13　岡松　康朗　　　(オーキュウＣ)　　18.72  
 10　山尾　　猛　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.29  35～39歳
 11　名和田　環　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.37  　1　林　　裕介　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　11.51  
 12　馬場　　格　　　(コナミ長崎　)　　17.65  　2　山﨑　正隆　　　(サンクソルダ)　　12.29  
 13　江藤　央康　　　(ハイエルボー)　　18.13  　3　森岡　純一　　　(Ｓ．Ｇ．Ｐ　)　　12.37  
55～59歳 　4　吉良　道徳　　　(ターザン　　)　　12.44  
　1　林　　孝志　　　(Ｔ－１９１　)　　13.43  　5　藤本　省吾　　　(はるおか福岡)　　12.63  
　2　栗田　　進　　　(水楽遊泳隊　)　　13.97  　6　和田　敏弘　　　(ディアーズ　)　　12.93  
　3　中村　光宏　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　14.09  　7　原口　　寿　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　13.25  
　3　三浦　雅之　　　(はるおか福岡)　　14.09  　8　稲垣　貴浩　　　(ＴＷ福岡　　)　　15.01  
　5　高岡　明典　　　(ココナツ・古)　　14.44  　9　佐藤　成一　　　(オーキュウＣ)　　16.27  
　6　中村　浩一　　　(七一ブライツ)　　14.46   10　山田　栄作　　　(ル・小倉　　)　　16.33  
　7　堤　　光雄　　　(小郡ＳＳ福岡)　　14.89   11　前田　馨三　　　(オーキュウＣ)　　16.73  
　8　太田　　清　　　(黒佐水泳学校)　　15.25  30～34歳
　9　宮本　昌史　　　(ル・小倉　　)　　15.75  　1　田中　健司　　　(ル・三軒茶屋)　　11.76  
 10　上村　幸弘　　　(ＳＳＳ宇部　)　　16.36  　2　山本　修平　　　(シーマンズ　)　　12.16  
 11　松藤　英哲　　　(ル・福岡西新)　　17.45  　3　松浦　優紀　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　12.20  
 12　平賀　勝治　　　(ウイングス　)　　17.70  　4　大庭　隼人　　　(甘木ＳＣ　　)　　12.30  
 13　髙石　一智　　　(下関遊泳民族)　　17.72  　5　松木　孝憲　　　(Ｓｈｏｋｋｉ)　　12.33  
 14　高倉　　進　　　(ＢＳ久留米　)　　20.96  　6　高見　　琢　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　12.53  
 15　徳永　隆伸　　　(リアスタイル)　　21.13  　7　山内　健介　　　(フェニックス)　　13.26  
50～54歳 　8　福田　剛士　　　(ＪＵＪＯ　　)　　13.52  
　1　渡辺　和彦　　　(Ｆ－ＳＷＩＭ)　　12.98  　9　白水　宗洋　　　(コナミ香椎　)　　14.32  
　2　松下　幸裕　　　(チーム・スパ)　　13.25   10　藤井　祐紀　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　14.77  
　3　堀　健一郎　　　(福岡ムーンＣ)　　13.88   11　三木　恵介　　　(サンクソルダ)　　15.53  
　4　寺松　恭雄　　　(ＪＳＳちくご)　　14.23   12　上村　博文　　　(オーキュウＣ)　　17.91  
　5　磯田　浩司　　　(コナミ徳力　)　　14.50   13　山田　圭太　　　(オーキュウＣ)　　21.34  
　6　品川　幸夫　　　(ル・小倉　　)　　14.58  25～29歳
　7　本村　洋介　　　(天拝水夢旅団)　　14.69  　1　川上　勝臣　　　(ＭｇＦａｍ　)　　11.87  
　8　三好　　誠　　　(ＢＳ長住　　)　　15.07  　2　原口　宗谷　　　(水の妖精軍団)　　12.04  
　9　三吉　　実　　　(ＳＳＳ山口　)　　16.08  　3　伊藤隆多郎　　　(ＢＳ古賀　　)　　12.15  
 10　寺本栄一郎　　　(ル・イオン　)　　17.16  　4　成富　隆介　　　(水中家族　　)　　12.59  
 11　朝倉　洋治　　　(タッドポール)　　23.09  　5　今林　亮介　　　(サンクソルダ)　　19.69  
45～49歳 18～24歳
　1　小串　修一　　　(ル・佐世保　)　　11.61  　1　今田祥太郎　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　11.29  
　2　高倉　玄太　　　(熊大しぶき会)　　11.97  　2　岩田　恭明　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　11.74  
　3　安藤　正剛　　　(レックス　　)　　12.63  　3　岩田　慎明　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　12.26  
　4　竹井　賢一　　　(春泳会　　　)　　12.77  　4　野田　彰生　　　(スイム・ラボ)　　12.33  
　5　小林　弘明　　　(いさはやＳＣ)　　12.79  　5　前山雄仁郎　　　(オーキュウＣ)　　17.37  
　6　竹田　大悟　　　(コナミ徳力　)　　13.06  
　7　江頭　　潤　　　(ウイングス　)　　13.36  
　8　坂本　伸也　　　(ビート八幡　)　　13.62  
　9　大浦　泰永　　　(ＳＤ小倉　　)　　13.65  
 10　内山　幸雄　　　(シードラゴン)　　13.83  
 11　佐藤　雅浩　　　(リアスタイル)　　14.78  
 12　敷島　秀昭　　　(七一ブライツ)　　15.10  
 13　本田　和弘　　　(サワラＳＳ　)　　15.30  
 14　漆谷　隆紀　　　(下関遊泳民族)　　15.40  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No. 20 女子　 25m 平泳ぎ　　　　　  75～79歳
85～89歳 　1　前田　祐將　　　(ＪＳＳさやま)　　18.53  
　1　徳澤　笑子　　　(ＮＳＳ野上　)　　41.91  　2　大仁田誠吾　　　(はるおか熊本)　　20.10  
80～84歳 　3　富永　種春　　　(黒佐水泳学校)　　22.28  
　1　横谷　知子　　　(ＢＳ長住　　)　　38.12  70～74歳
　2　小手川千壽子　　(ＡＣプラス　)　　38.35  　1　窪山　俊行　　　(甘木ＳＣ　　)　　19.67  
75～79歳 　2　田中　好則　　　(ピーチ・Ｇ　)　　22.01  
　1　小野ユリ子　　　(ル・福岡西新)　　32.35  　3　北村　文明　　　(セ・野間大池)　　23.31  
　2　若佐加代子　　　(コナミ徳力　)　　33.12  　4　平山　康彦　　　(レックス　　)　　23.74  
70～74歳 　5　田中丸雅雄　　　(リョーユー　)　　25.30  
　1　石田恵美子　　　(セ・野間大池)　　28.03  　6　石橋　　博　　　(コナミ大野城)　　25.59  
　2　谷口　律子　　　(ＴＷ福岡　　)　　29.01  　7　大屋　承弘　　　(フェニックス)　　25.94  
　3　前田　文子　　　(ＮＳＳ野上　)　　35.69  　8　高西　　完　　　(ＳＡ宮古島　)　　28.76  
　4　野中スミ子　　　(ビート久留米)　　38.56  65～69歳
65～69歳 　1　石井　　博　　　(９９’サセボ)　　17.92  
　1　小谷　弘子　　　(ＴＭドルドル)　　22.47  　2　内田　信成　　　(ル・イオン　)　　18.66  
　2　永野　清子　　　(ル・福岡西新)　　26.09  　3　庄島　英治　　　(下関遊泳民族)　　19.45  
　3　安田　敏子　　　(コナミ徳力　)　　26.28  　4　山口　俊治　　　(高木瀬ＯＧＫ)　　20.83  
　4　都市　和枝　　　(下関遊泳民族)　　29.81  　5　樋口　文孝　　　(プリンスＳＣ)　　22.00  
　5　宮脇　和子　　　(ル・福岡香椎)　　30.13  60～64歳
　6　米澤　清子　　　(ＡＣプラス　)　　33.31  　1　上坂　仁志　　　(福岡ムーンＣ)　　17.42  
60～64歳 　2　坂本　芳樹　　　(ル・小倉　　)　　17.61  
　1　前川美穂子　　　(ＢＳ小郡　　)　　24.53  　3　森山　達巳　　　(ＢＳ小郡　　)　　18.11  
　2　林　　良子　　　(ＢＳ古賀　　)　　25.06  　4　森　　秀樹　　　(みやきＳＣ　)　　18.30  
　3　渡辺　里美　　　(ＪＵＪＯ　　)　　25.45  　5　裵　　英正　　　(ＴＷ福岡　　)　　19.51  
　4　東　　秀子　　　(レックス　　)　　25.92  　6　中村　義一　　　(下関遊泳民族)　　19.72  
　5　山村　靖子　　　(元気くらぶ　)　　27.71  　7　柳瀬　隆一　　　(甘木ＳＣ　　)　　19.95  
　6　大渕　玲子　　　(セ・野間大池)　　27.85  　8　吉川　恵一　　　(水楽遊泳隊　)　　20.26  
　7　森　　洋子　　　(ＴＷ福岡　　)　　28.31  　9　馬場　　格　　　(コナミ長崎　)　　20.59  
　8　岩永千恵子　　　(元気くらぶ　)　　29.11   10　山尾　　猛　　　(ＳＳＳ宇部　)　　21.11  
　9　石塚　絹代　　　(ＪＬスポーツ)　　32.56  55～59歳
55～59歳 　1　田吹　和満　　　(タッドポール)　　16.30  
　1　目等　弘美　　　(ＢＳ長住　　)　　18.06  　2　畑　　義秀　　　(福岡ムーンＣ)　　17.99  
　2　森田よしの　　　(福岡ＳＣ　　)　　19.26  　3　高山　健司　　　(ＮＡＳ姪浜　)　　19.10  
　3　瀬戸口ゆかり　　(９９’サセボ)　　21.86  　4　井上　祐二　　　(敬水会　　　)　　19.77  
　4　青野比登美　　　(ル・三軒茶屋)　　25.17  　5　山本　真二　　　(ル・小倉　　)　　23.25  
50～54歳 50～54歳
　1　松葉嘉代子　　　(福岡ＳＣ　　)　　23.56  　1　則松　敬一　　　(コナミ長崎　)　　14.97  
　2　濱地　恭子　　　(元気くらぶ　)　　24.68  　2　平井　未希　　　(ル・三軒茶屋)　　17.00  
　3　篠崎久美子　　　(エスタ香椎　)　　24.93  45～49歳
45～49歳 　1　森山　伸治　　　(いさはやＳＣ)　　15.15  
　1　河野紀代美　　　(下関遊泳民族)　　16.19  　2　北村　仁志　　　(シーマンズ　)　　15.33  
　2　松田かお梨　　　(ＴｅａｍＩＴ)　　20.48  　3　山田　周二　　　(コナミ徳力　)　　16.63  
　3　奥村　リエ　　　(いさはやＳＣ)　　22.21  　4　高橋　伸彦　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　16.99  
　4　佐藤　　薫　　　(はるおか福岡)　　22.39  　5　城島　雄樹　　　(ＴＭドルドル)　　17.31  
　5　吉村　　衣　　　(ル・福岡西新)　　28.35  　6　城野　崇弘　　　(みやきＳＣ　)　　18.30  
40～44歳 　7　佐藤　雅浩　　　(リアスタイル)　　18.73  
　1　鵜塚　慶子　　　(大橋ＳＰ　　)　　19.75  　8　福原　清貴　　　(ＳＤ小倉　　)　　18.80  
　2　平田　民恵　　　(ＴＭドルドル)　　22.92  　9　内田　吉則　　　(福岡ムーンＣ)　　21.97  
　3　三浦　美映　　　(ＳＳＳ宇部　)　　24.46  40～44歳
　4　福田　淑子　　　(ル・佐世保　)　　25.46  　1　大末　　武　　　(Ｗイヤーズ　)　　14.66  
　5　薦田　智子　　　(水の妖精軍団)　　27.75  　2　小堺　紀英　　　(シードラゴン)　　15.10  
35～39歳 　3　岡本　弘司　　　(サンクソルダ)　　16.71  
　1　大竹加那子　　　(福岡ＳＣ　　)　　18.58  　4　秋貞　秀樹　　　(ディアーズ　)　　18.64  
25～29歳 35～39歳
　1　宮原　　彩　　　(水中家族　　)　　18.13  　1　林　　丈太　　　(元気くらぶ　)　　13.99  
　2　平塚弓加里　　　(福県大ＳＴ　)　　20.56  　2　香月　聰志　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　14.44  

　3　今井　啓介　　　(Ｗイヤーズ　)　　15.21  
No. 21 男子　 25m 平泳ぎ　　　　　  　4　森岡陽一郎　　　(下関遊泳民族)　　15.39  
85～89歳 　5　山縣　　功　　　(Ｗイヤーズ　)　　16.29  
　1　常岡宏一郎　　　(フェニックス)　　28.07  　6　浦郷　知生　　　(コナミ城南　)　　17.14  
80～84歳 　7　榎　　重治　　　(ＴＷ福岡　　)　　24.17  
　1　井上　　茂　　　(広島西風新都)　　23.09  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

30～34歳  12　松本美千代　　　(ＳＣマリン　)　　26.53  
　1　石田　大輔　　　(ハイスピード)　　13.69   13　籾井　博子　　　(西日本ＳＣ　)　　28.09  
　2　三宅　純哉　　　(Ｓ．Ｇ．Ｐ　)　　15.02   14　山本　清美　　　(ＢＳ小郡　　)　　35.79  
　3　溝口　直生　　　(セイカＳＣ　)　　15.40  55～59歳
　4　加藤　寛也　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　16.30  　1　佐藤　　瞳　　　(下関遊泳民族)　　16.42  
25～29歳 　2　木村ひとみ　　　(ＢＳ古賀　　)　　17.69  
　1　切通　佑輔　　　(ＪＳＳ姪浜　)　　13.41  　3　神代ひとみ　　　(ＳＳＳ防府　)　　18.16  
　2　馬場誠士朗　　　(ＭｇＦａｍ　)　　15.21  　4　世利　恭子　　　(ＢＳ太宰府　)　　18.53  
　3　福岡　宏起　　　(水中家族　　)　　15.90  　5　久保　珠美　　　(ル・福岡西新)　　18.63  
18～24歳 　6　鶴田なおみ　　　(はるおか福岡)　　19.80  
　1　東海林　樹　　　(日本フィニス)　　14.55  　7　村上　　睦　　　(ウイングス　)　　20.61  
　2　松下　幹太　　　(チーム・スパ)　　14.79  　8　松藤佳名子　　　(ル・福岡西新)　　21.25  
　3　岩田　恭明　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　15.02  　9　村山美知子　　　(元気くらぶ　)　　22.38  
　4　上川　昇平　　　(ワンダフォー)　　15.10  50～54歳
　5　佐々木健汰　　　(サンクソルダ)　　20.47  　1　坂本　志保　　　(水の妖精軍団)　　16.18  

　2　山本　啓子　　　(水の妖精軍団)　　16.79  
No. 22 女子　 25m バタフライ　　　  　3　髙木　基子　　　(コナミ城南　)　　18.28  
90～94歳 　4　藤野　信子　　　(ハイエルボー)　　21.42  
　1　井上　春枝　　　(ビートＳＣ　)　　29.89 ･日本新 　5　鴻上　啓子　　　(ウイングス　)　　23.00  
85～89歳 　6　中原　智子　　　(ＢＳ久留米東)　　23.74  
　1　河野　累子　　　(セイカＳＣ　)　　28.99  　7　桑原みどり　　　(元気くらぶ　)　　26.18  
80～84歳 45～49歳
　1　富澤　栄子　　　(エスタ香椎　)　　28.81  　1　近藤　智子　　　(ＢＳ長住　　)　　16.97  
　2　奥村　照子　　　(はるおか福岡)　　41.27  　2　高橋　優子　　　(コナミ香椎　)　　17.83  
75～79歳 　3　廣渡　宣子　　　(コナミマリナ)　　19.07  
　1　花田今日子　　　(黒佐水泳学校)　　22.73  　4　濱田　真理　　　(水楽遊泳隊　)　　21.47  
　2　山口　笑子　　　(ＢＳ久留米　)　　22.84  　 　古賀未央子　　　(コナミ香椎　)　　 失格  
　3　薛　　恵美　　　(ル・小倉　　)　　24.48  40～44歳
　4　中野美佐子　　　(ＳＣマリン　)　　28.37  　1　塩田　　緑　　　(ブラＱ　　　)　　15.64  
70～74歳 　2　永尾　玲子　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.03  
　1　羽田　由子　　　(ＪＬスポーツ)　　22.48  　3　琴岡　　理　　　(シーマンズ　)　　17.24  
　2　平田　順子　　　(コナミ筑紫野)　　22.66  　4　川西　敦子　　　(福岡ムーンＣ)　　17.41  
　3　疇津　慶子　　　(コナミ徳力　)　　24.13  　5　鵜塚　慶子　　　(大橋ＳＰ　　)　　17.99  
　4　今泉夕起子　　　(コナミ城南　)　　24.52  　6　長崎　水加　　　(ル・イオン　)　　21.47  
　5　岩村　砂子　　　(ビート久留米)　　26.02  35～39歳
　6　水原　頼子　　　(ＢＳ小郡　　)　　28.65  　1　三好　恵美　　　(はるおか福岡)　　16.81  
　7　高西あけみ　　　(ＳＡ宮古島　)　　29.81  　2　入江　涼子　　　(福岡ＳＣ　　)　　17.03  
　8　米田　松子　　　(ターザン　　)　　31.99  　3　村谷　嘉子　　　(コナミ筑紫野)　　17.97  
　9　首藤　近子　　　(ターザン　　)　　33.81  　4　中島　　香　　　(スイム・ラボ)　　23.76  
65～69歳 　5　岸川　美希　　　(リョーユー　)　　25.96  
　1　櫻井　弘子　　　(鴨池ＳＳ　　)　　16.45  30～34歳
　2　中尾　久美　　　(ＳＳＳ山口　)　　16.57  　1　清崎　　綾　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.09  
　3　山口　茂子　　　(福岡ムーンＣ)　　19.49  　2　鈴木　　翠　　　(ル・小倉　　)　　21.33  
　4　井手尾百合子　　(ハイエルボー)　　20.46  25～29歳
　5　池尻　邦江　　　(コナミ徳力　)　　20.95  　1　栃原　愛弓　　　(トライアンフ)　　13.22  
　6　西村とも子　　　(ＳＳＳ山口　)　　22.28  　2　西田麻衣子　　　(はるおか福岡)　　15.83  
　7　萩元いつ子　　　(鴨池ＳＳ　　)　　22.42  　3　若杉　奈央　　　(ル・春日　　)　　15.94  
　8　肥山喜代子　　　(ＢＳ小郡　　)　　24.33  　4　加来詩穂莉　　　(水中家族　　)　　16.45  
　9　甲斐喜美子　　　(ＢＳ小郡　　)　　25.68  　5　有馬　恵美　　　(原田学園ＳＳ)　　18.57  
 10　折岡　裕子　　　(ＢＳ小郡　　)　　29.42  
 11　飯盛　裕子　　　(ＴＷ福岡　　)　　40.10  No. 23 男子　 25m バタフライ　　　  
60～64歳 85～89歳
　1　甲斐千鶴子　　　(福岡ＳＣ　　)　　17.13  　1　日高　則泰　　　(鶴亀ＤＳＣ　)　　29.54  
　2　名和田靖子　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.47  　2　糸山　義緑　　　(コナミマリナ)　　34.81  
　3　辻原美紀子　　　(ＢＳ古賀　　)　　19.02  80～84歳
　4　崎内惠美子　　　(下関遊泳民族)　　19.71  　1　河窪　徹之　　　(ＮＳＳ野上　)　　21.13  
　5　山口美智子　　　(コナミ香椎　)　　20.54  75～79歳
　6　冨田　栄子　　　(ＢＳ長住　　)　　20.55  　1　高倉　　章　　　(コナミ天神　)　　15.00  
　7　猪股　孝子　　　(コナミ筑紫野)　　22.08  　2　青木　春彦　　　(セ・野間大池)　　16.64  
　8　諌山　とし　　　(ＢＳ太宰府　)　　22.72  　3　前原　松彦　　　(福岡ムーンＣ)　　20.83  
　9　白神　京子　　　(コナミ徳力　)　　24.64  70～74歳
 10　花田　邦子　　　(コナミ中間　)　　25.36  　1　緒方　徳光　　　(シーマンズ　)　　14.78  
 11　横尾　範子　　　(ＳＣマリン　)　　25.43  　2　村上　俊六　　　(福岡ムーンＣ)　　16.16  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　3　富岡　芳彦　　　(ターザン　　)　　17.91  30～34歳
　4　浦上　　武　　　(ビートＳＣ　)　　19.77  　1　田中　健司　　　(ル・三軒茶屋)　　12.47  
　5　河村　俊郎　　　(セ・野間大池)　　21.44  　2　大庭　隼人　　　(甘木ＳＣ　　)　　12.70  
　6　田中丸雅雄　　　(リョーユー　)　　23.23  　3　宇野　勇己　　　(甘木ＳＣ　　)　　12.81  
　7　増田　義亘　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　23.68  　4　平川　雄太　　　(ル・佐世保　)　　13.29  
　8　高見誠一郎　　　(長崎ＴＳ　　)　　25.67  　5　堅田　　崇　　　(エスタ香椎　)　　17.83  
　9　杉谷　春之　　　(元気くらぶ　)　　27.14  25～29歳
65～69歳 　1　栫　　雅俊　　　(プリオ　　　)　　12.27  
　1　古市　新治　　　(ＳＳＳ山口　)　　14.64  　2　江口　将平　　　(水中家族　　)　　13.30  
　2　吉永　幸男　　　(ＳＳＳ宇部　)　　15.17  　3　石戸成一郎　　　(水中家族　　)　　13.45  
　3　鍋藤　　聰　　　(福岡ムーンＣ)　　15.47  　4　新村　恭平　　　(チーム・スパ)　　14.04  
　4　戸田　義晴　　　(はるおか福岡)　　16.97  　5　上村　　陸　　　(ＢＳ久留米　)　　15.98  
　5　石井　時夫　　　(みやきＳＣ　)　　17.61  18～24歳
　6　香月　常博　　　(セ・野間大池)　　18.45  　1　関　　飛翼　　　(サワラＳＳ　)　　12.87  
　7　大熊　康敏　　　(元気くらぶ　)　　20.77  　2　中本隆之介　　　(チーム・スパ)　　13.09  
60～64歳 　3　中川涼太郎　　　(チーム・スパ)　　13.79  
　1　松永　正則　　　(スイム・ラボ)　　14.03  　4　村井　利行　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　13.82  
　2　高橋　雄一　　　(福岡ＳＣ　　)　　14.90  　5　樋口　大夢　　　(ＢＳ久留米　)　　14.61  
　3　野本　知之　　　(９９’サセボ)　　15.11  　6　溝口　康太　　　(ル・福岡香椎)　　14.73  
　4　森　　秀樹　　　(みやきＳＣ　)　　15.69  　7　菊田　瑛司　　　(ＮＳＳ野上　)　　14.81  
　5　黒岩　博幸　　　(スイム・ラボ)　　16.22  　8　端山　康輔　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　15.41  
　6　吉川　茂樹　　　(福岡ＳＣ　　)　　16.32  
　7　吉岡　　淳　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　16.63  No. 24 女子　 25m 背泳ぎ　　　　　  
　8　津田　光政　　　(ル・長崎　　)　　16.74  90～94歳
　9　若林　　守　　　(レックス　　)　　18.30  　1　大久保礼子　　　(コナミ天神　)　　30.09  
 10　船津　俊朗　　　(ＳＣマリン　)　　18.59  　2　井上　春枝　　　(ビートＳＣ　)　　31.53  
 11　兵頭　禎三　　　(Ｅｓｔａ門司)　　21.92  85～89歳
55～59歳 　1　大庭チヨ子　　　(フェニックス)　　33.49  
　1　山川　洋一　　　(トライアンフ)　　13.52  　2　清藤　則子　　　(ル・佐世保　)　　35.88  
　2　白井　浩司　　　(ターザン　　)　　13.93  80～84歳
　3　伊藤　寛幸　　　(ＳＣＮＡＰ　)　　13.99  　1　江口小枝子　　　(ビート久留米)　　28.07  
　4　田中　隆美　　　(敬水会　　　)　　15.37  　2　釜本　幸子　　　(ＪＵＪＯ　　)　　31.87  
　5　中村　浩一　　　(七一ブライツ)　　16.38  　3　川村トキ子　　　(下関遊泳民族)　　33.76  
　6　堤　　光雄　　　(小郡ＳＳ福岡)　　16.64  　4　日高ミス子　　　(鶴亀ＤＳＣ　)　　48.74  
　7　宮本　昌史　　　(ル・小倉　　)　　17.50  75～79歳
　8　大田　雅文　　　(レックス　　)　　18.12  　1　植田　朝子　　　(ＪＡＳＳ　　)　　24.78  
　9　髙石　一智　　　(下関遊泳民族)　　19.97  　2　花田今日子　　　(黒佐水泳学校)　　24.84  
 10　高倉　　進　　　(ＢＳ久留米　)　　23.06  　3　小野田洋子　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　28.82  
50～54歳 　4　田原寿和子　　　(下関遊泳民族)　　29.08  
　1　大内　正史　　　(スパーク日立)　　13.62  　5　深川　道子　　　(水の妖精軍団)　　29.73  
　2　前田　治久　　　(ビートＳＣ　)　　14.76  　6　伊地知泰子　　　(コナミ徳力　)　　35.06  
　3　磯田　浩司　　　(コナミ徳力　)　　15.72  70～74歳
　4　上田　潤一　　　(コナミ天神　)　　16.84  　1　福永　静枝　　　(下関遊泳民族)　　21.47  
　5　西郷　　寛　　　(コナミ中間　)　　21.00  　2　打越眞理子　　　(セイカＳＣ　)　　21.74  
　6　新山　紀隆　　　(ワンダフォー)　　22.70  　3　田中　好子　　　(コナミマリナ)　　22.56  
45～49歳 　4　重光　絹枝　　　(ＪＡＳＳ　　)　　24.05  
　1　安藤　正剛　　　(レックス　　)　　13.48  　5　宇田　益美　　　(ＢＳ長住　　)　　24.18  
　2　小辻　英俊　　　(チーム島原　)　　13.65  　6　加藤美智子　　　(コナミ徳力　)　　24.47  
　3　大浦　泰永　　　(ＳＤ小倉　　)　　14.55  　7　木村　弘子　　　(下関遊泳民族)　　26.51  
　4　橋垣　　亮　　　(チーム珍用会)　　14.62  　8　佐藤　秀子　　　(下関遊泳民族)　　30.59  
　5　大隈　和彦　　　(ル・春日　　)　　16.00  　9　中村　慶子　　　(下関遊泳民族)　　32.53  
　6　白石　浩二　　　(水の妖精軍団)　　16.85  65～69歳
40～44歳 　1　児玉　啓子　　　(ビートＳＣ　)　　20.20  
　1　谷口　啓介　　　(ディアーズ　)　　12.75  　2　井手尾百合子　　(ハイエルボー)　　22.98  
　2　舟木　孝介　　　(ブラＱ　　　)　　13.30  　3　竹之内豊子　　　(下関遊泳民族)　　23.83  
　3　岩崎　哲也　　　(ビートＳＣ　)　　13.50  　4　中川知世子　　　(下関遊泳民族)　　24.07  
　4　近藤　正巳　　　(セイカＳＣ　)　　13.91  　5　本田　朝美　　　(コナミマリナ)　　24.10  
　5　金子　健一　　　(ハイエルボー)　　13.92  　6　丹生真知子　　　(プリオ　　　)　　24.57  
　6　橋本　　薫　　　(ＳＳＳ宇部　)　　14.74  　7　末広　留美　　　(ウイングス　)　　25.29  
35～39歳 　8　吉田久美恵　　　(ＢＳ小郡　　)　　25.77  
　1　植田　康平　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　13.57  　9　尾熊　雅代　　　(ビート久留米)　　26.41  
　2　森光　直樹　　　(ＦｂＳＣ　　)　　15.54   10　折岡　裕子　　　(ＢＳ小郡　　)　　27.15  
　3　松本　幸晴　　　(ル・イオン　)　　17.64   11　田中　禮子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　　27.78  



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
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 12　永岡　裕子　　　(チーム・スパ)　　29.33  No. 25 男子　 25m 背泳ぎ　　　　　  
 13　青木　博美　　　(チーム・スパ)　　31.79  85～89歳
 14　永井　優子　　　(水楽遊泳隊　)　　40.02  　1　常岡宏一郎　　　(フェニックス)　　29.83  
60～64歳 　2　澁田巳代治　　　(長丘ＤＳＣ　)　　30.12  
　1　吉田　裕子　　　(福岡ムーンＣ)　　18.59  80～84歳
　2　長友　純子　　　(ターザン　　)　　18.85  　1　野瀬　善彦　　　(ＫＵＳ　　　)　　20.53  
　3　富吉　淳葉　　　(リョーユー　)　　21.10  　2　花田　年弘　　　(黒佐水泳学校)　　21.24  
　4　石橋　和子　　　(福岡ＳＣ　　)　　21.48  　3　高森　元行　　　(フェニックス)　　26.63  
　5　佐藤　恵子　　　(水の妖精軍団)　　21.64  　4　花村　智二　　　(福岡ムーンＣ)　　32.64  
　6　林　　智子　　　(ひむかＦＳＣ)　　22.54  75～79歳
　7　岩永　広子　　　(ＢＳ久留米　)　　23.04  　1　大仁田誠吾　　　(はるおか熊本)　　20.01  
　8　松村　裕子　　　(下関遊泳民族)　　23.55  　2　須崎　良一　　　(元気くらぶ　)　　29.82  
　9　高橋久美子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　　24.04  70～74歳
 10　加藤　秀子　　　(ウイングス　)　　24.57  　1　村上　俊六　　　(福岡ムーンＣ)　　17.85  
 11　柴田　朋子　　　(ＳＣマリン　)　　25.28  　2　田中　　徹　　　(ビート久留米)　　20.36  
 12　末松　玲子　　　(Ｅｓｔａ門司)　　28.65  　3　塩川　正隆　　　(みやきＳＣ　)　　25.47  
 13　杉　　己恵　　　(ビート久留米)　　29.76  　4　大屋　承弘　　　(フェニックス)　　28.96  
 14　馬場　圭子　　　(ＢＳ小郡　　)　　38.55  　5　錦織孔二朗　　　(ウイングス　)　　30.04  
55～59歳 65～69歳
　1　中小田千鶴子　　(ビートＳＣ　)　　19.20  　1　船本　　純　　　(てんげクラブ)　　19.42  
　2　矢野美津子　　　(はるおか福岡)　　21.85  　2　守田　賢治　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　19.91  
　3　松田　純枝　　　(黒佐水泳学校)　　24.54  　3　石井　時夫　　　(みやきＳＣ　)　　20.48  
　4　深松　慶子　　　(ル・春日　　)　　24.93  　4　樋口　秀人　　　(オーステン　)　　20.60  
　5　石村　啓子　　　(よもぎ庵　　)　　25.74  　5　下尾　繁廣　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　　21.19  
　6　栗田眞理子　　　(水楽遊泳隊　)　　28.23  　6　宮内　正文　　　(プリオ　　　)　　21.70  
　7　白木　和子　　　(黒佐水泳学校)　　29.19  　7　伊藤　　彰　　　(元気くらぶ　)　　29.40  
　8　東原うめの　　　(ＢＳ小郡　　)　　29.50  60～64歳
　9　濱田　秀子　　　(元気くらぶ　)　　30.28  　1　石原　一義　　　(ＢＳ古賀　　)　　15.85  
50～54歳 　2　二条久保邦彦　　(プリオ　　　)　　17.82  
　1　中島　恵美　　　(ル・福岡西新)　　18.65  　3　平井　六郎　　　(横浜サクラ　)　　18.01  
　2　岡村小百合　　　(ＮＳＳ野上　)　　19.63  　4　諸藤　保弘　　　(ＢＳ小郡　　)　　22.18  
　3　荒川　直子　　　(ＢＳ長住　　)　　22.50  　5　中礼　成人　　　(コナミ戸畑　)　　23.68  
　4　深堀　久子　　　(ウイングス　)　　23.89  　6　鶴田　勝久　　　(レックス　　)　　24.52  
　5　三谷　明佳　　　(下関遊泳民族)　　24.85  50～54歳
　6　鴻上　啓子　　　(ウイングス　)　　25.93  　1　本村　洋介　　　(天拝水夢旅団)　　17.46  
　7　長　恵美子　　　(ビート久留米)　　40.51  　2　別府　謙次　　　(ディアーズ　)　　18.43  
45～49歳 　3　品川　幸夫　　　(ル・小倉　　)　　19.26  
　1　松崎　里美　　　(福岡ＳＣ　　)　　22.10  　4　堀　健一郎　　　(福岡ムーンＣ)　　19.36  
　2　濱田　真理　　　(水楽遊泳隊　)　　23.35  　5　松尾　圭三　　　(水の妖精軍団)　　20.52  
　3　古賀未央子　　　(コナミ香椎　)　　24.82  45～49歳
40～44歳 　1　宮川　研一　　　(ＴＷ福岡　　)　　21.00  
　1　二宮　理恵　　　(ル・イオン　)　　18.67  40～44歳
　2　岡田理恵子　　　(ＡＣプラス　)　　20.38  　1　金子　健一　　　(ハイエルボー)　　15.77  
　3　藤井　純子　　　(ＢＳ古賀　　)　　26.23  　2　毎熊　敏彦　　　(みやきＳＣ　)　　16.69  
35～39歳 　3　有浦　　修　　　(コナミ筑紫野)　　16.84  
　1　配川　祥子　　　(ＳＳＳ宇部　)　　17.63  　4　加峯　慎次　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　16.96  
　2　石川　春香　　　(ＢＳ久留米　)　　17.90  　5　安田　充孝　　　(ディアーズ　)　　17.31  
　3　髙井　陽子　　　(下関遊泳民族)　　18.96  　6　黒木　敦史　　　(チーム・スパ)　　18.50  
　4　亀田　千恵　　　(ル・小倉　　)　　24.82  35～39歳
　5　城戸由貴子　　　(デイス　　　)　　25.36  　1　松本　　誠　　　(ル・福岡香椎)　　14.27  
30～34歳 30～34歳
　1　大山　優花　　　(レックス　　)　　21.33  　1　田辺　伸矢　　　(Ｓ．Ｇ．Ｐ　)　　14.77  
25～29歳 25～29歳
　1　瀧口　　純　　　(いさはやＳＣ)　　16.46  　1　神﨑　亮丞　　　(ＭｇＦａｍ　)　　12.91  
　2　宇野　杏子　　　(甘木ＳＣ　　)　　17.55  　2　関　純一朗　　　(水中家族　　)　　13.93  
18～24歳 18～24歳
　1　松尾　美咲　　　(ＭｇＦａｍ　)　　15.00  　1　江藤　倖平　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　14.67  
　2　山脇由里絵　　　(ル・福岡香椎)　　18.81  　2　村井　利行　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　15.04  
　3　辻脇真梨子　　　(福県大ＳＴ　)　　22.61  　3　金子　彬史　　　(チーム島原　)　　17.31  

　4　津上　和也　　　(ＧＥＮＥＸ　)　　22.70  
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No. 26 混合4× 25m フリーリレー　　  
280～319歳
　1 エスタ香椎　　　　1:09.55 
　　　　　　(渡辺　　晋　　　・柴田　順子　　　・養父喜代子　　　・日髙　良公　　　) 

33.24
240～279歳
　1 ビートＳＣ　　　　1:03.25 
　　　　　　(小石　克人　　　・中小田千鶴子　　・児玉　啓子　　　・浦上　　武　　　) 

30.32
　2 福岡ムーンＣ　　　1:06.87 
　　　　　　(畑　　義秀　　　・竹谷かをる　　　・山口　茂子　　　・澤田　照彦　　　) 

33.05
　3 ル・春日　　　　　1:07.37 
　　　　　　(宮原　　潔　　　・土井　文子　　　・立石けい子　　　・林　　敬治　　　) 

33.88
　4 ハイエルボー　　　1:08.19 
　　　　　　(内田　守宣　　　・井手尾百合子　　・藤野　信子　　　・山下　常雄　　　) 

36.59
　5 水楽遊泳隊　　　　1:08.85 
　　　　　　(吉川　恵一　　　・濱田　真理　　　・添田スミ子　　　・栗田　　進　　　) 

33.91
　6 ＪＵＪＯ　　　　　1:11.84 
　　　　　　(出田　茂宏　　　・荒井　博子　　　・井上　智子　　　・伊東美智男　　　) 

38.09
　7 西日本ＳＣ　　　　1:12.25 
　　　　　　(新小田正博　　　・小川紫津子　　　・籾井　博子　　　・塩谷　浩二　　　) 

36.37
　8 ＹＹＣＬＵＢ　　　1:17.84 
　　　　　　(藤井　祐紀　　　・小野田洋子　　　・宮永久美子　　　・下尾　繁廣　　　) 

37.53
　9 ル・佐世保　　　　1:26.43 
　　　　　　(副嶋　誠則　　　・福田　淑子　　　・清藤　則子　　　・力武　知重　　　) 

38.98
200～239歳
　1 ＪＵＪＯ　　　　　　59.07 
　　　　　　(福田　剛士　　　・馬場　昭子　　　・間部満喜子　　　・奥本　一夫　　　) 

29.34
　2 福岡ムーンＣ　　　　59.44 
　　　　　　(山中　正美　　　・吉田　裕子　　　・川西　敦子　　　・堀　健一郎　　　) 

29.55
　3 セ・野間大池　　　1:01.05 
　　　　　　(岡本　秀一　　　・大橋　紀子　　　・青木　春彦　　　・佐竹條利子　　　) 

30.15
　4 水楽遊泳隊　　　　1:01.21 
　　　　　　(松木　隆教　　　・天野　和美　　　・日室　菜見　　　・杉野　隆則　　　) 

31.07
　5 コナミ徳力　　　　1:01.85 
　　　　　　(竹田　大悟　　　・髙橋　順子　　　・川口　慶子　　　・立岩　和喜　　　) 

29.93
　6 ル・佐世保　　　　1:04.21 
　　　　　　(小串　修一　　　・松崎　智子　　　・松山史乃富　　　・杉山　三郎　　　) 

29.37
　7 七一ブライツ　　　1:04.93 
　　　　　　(中村　浩一　　　・敷島　秀昭　　　・得能　恵子　　　・大塚　千絵　　　) 

29.82
　8 ＳＳＳ山口　　　　1:05.14 
　　　　　　(倉田圭一郎　　　・中尾　久美　　　・末永　昌子　　　・三吉　　実　　　) 

30.67
　9 ル・春日　　　　　1:05.24 
　　　　　　(谷口　哲郎　　　・太田　晶子　　　・伊東貴美子　　　・諏訪辺　峻　　　) 

33.84
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期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

 10 コナミマリナ　　　1:06.55 
　　　　　　(廣渡　宣子　　　・栗林將次郎　　　・江口甲子恵　　　・石坂　　剛　　　) 

36.83
 11 ＴＷ福岡　　　　　1:15.79 
　　　　　　(宮川　研一　　　・比山　祥栄　　　・裵　　英正　　　・松本由美子　　　) 

40.62
 12 Ｅｓｔａ門司　　　1:18.00 
　　　　　　(茨木由香里　　　・宮﨑　宏幸　　　・関　　千恵　　　・兵頭　禎三　　　) 

40.66
　　ＪＳＳ姪浜　　　　　 失格 
　　　　　　(安平　亮介　　　・切通　佑輔　　　・岩田　民恵　　　・椎葉　文子　　　) 

22.92
160～199歳
　1 ブラＱ　　　　　　　52.55 
　　　　　　(前田　裕之　　　・高柴賢一郎　　　・川路可奈子　　　・塩田　　緑　　　) 

23.54
　2 シーマンズ　　　　　53.15 
　　　　　　(藤崎　慈子　　　・芳司　　修　　　・飯盛　久輝　　　・琴岡　　理　　　) 

26.27
　3 ビート八幡　　　　　55.46 
　　　　　　(坂本　伸也　　　・黒瀬　朋恵　　　・宮本　知枝　　　・戸島　次郎　　　) 

28.30
　4 七一ブライツ　　　　59.19 
　　　　　　(森　　琢磨　　　・小池　史朗　　　・武藤　悦子　　　・池本　美奈　　　) 

26.71
　5 エスタ香椎　　　　1:01.84 
　　　　　　(澤井　幹治　　　・東　久美子　　　・内川　紀子　　　・堅田　　崇　　　) 

32.08
　6 ル・熊本　　　　　1:02.10 
　　　　　　(五十嵐崇則　　　・上野　玲子　　　・砂原　純子　　　・林　　祐樹　　　) 

32.80
　7 西日本ＳＣ　　　　1:03.18 
　　　　　　(高森　　強　　　・竹輪　菊野　　　・三嶋　陽子　　　・前田　雅史　　　) 

29.33
　8 スイム・ラボ　　　1:04.56 
　　　　　　(黒岩　博幸　　　・山口　健次　　　・中島　　香　　　・橋本千帆理　　　) 

30.76
120～159歳
　1 トライアンフ　　　　51.51 
　　　　　　(栃原　愛弓　　　・坂田　　紫　　　・山川　洋一　　　・中川　昭男　　　) 

25.65
　2 西日本ＳＣ　　　　　55.65 
　　　　　　(前田　拓也　　　・岡野　沙織　　　・籾井　敬子　　　・人見　晋史　　　) 

28.65
　3 ＴＷ福岡　　　　　　56.46 
　　　　　　(奥苑　　崇　　　・高田　妙子　　　・大塚　貴文　　　・梅津　由理　　　) 

28.85
　4 ＢＳ久留米　　　　　57.00 
　　　　　　(長谷川静香　　　・石川　春香　　　・上村　　陸　　　・香田　岳之　　　) 

30.25
　5 ＢＳ久留米東　　　1:02.50 
　　　　　　(永淵　晶子　　　・末﨑由紀子　　　・末崎　　繁　　　・永渕　寛司　　　) 

36.30
119歳以下
　1 ＭｇＦａｍ　　　　　50.72 
　　　　　　(川上　勝臣　　　・松尾　美咲　　　・森　　仁美　　　・林田　宗佳　　　) 

24.78
　2 チームレフコ　　　　51.84 
　　　　　　(眞鍋　佑輔　　　・松本　雄生　　　・佐伯　真菜　　　・水田　幸子　　　) 

24.02
　3 ル・福岡香椎　　　　52.79 
　　　　　　(正田　沙樹　　　・山脇由里絵　　　・安井　達哉　　　・小林　涼介　　　) 

29.11
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　4 ＢＳ久留米　　　　　53.23 
　　　　　　(島﨑　夏海　　　・田中　咲希　　　・樋口　大夢　　　・平木　啓介　　　) 

28.26
　5 ＮＳＳ野上　　　　　55.54 
　　　　　　(菊田　瑛司　　　・山口　真未　　　・上田　紋加　　　・加留部宏幸　　　) 

28.44
　6 福県大ＳＴ　　　　　59.42 
　　　　　　(飯森麻由子　　　・広田　晃平　　　・西部　滉平　　　・西村　彩美　　　) 

32.81
　7 原田学園ＳＳ　　　　59.88 
　　　　　　(石田　実梨　　　・有村　　陸　　　・有馬　恵美　　　・平山　　学　　　) 

26.67

No. 27 女子　100m 自由形　　　　　  　3　松山史乃富　　　(ル・佐世保　)　1:33.40  
80～84歳 44.41
　1　富澤　栄子　　　(エスタ香椎　)　1:46.30  　4　松尾留美子　　　(ル・イオン　)　1:34.78  

49.46 45.07
75～79歳 　5　柴田　朋子　　　(ＳＣマリン　)　1:37.37  
　1　村上　光子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　1:42.36  44.80

48.78 　6　諌山　とし　　　(ＢＳ太宰府　)　1:42.29  
　2　井上美千代　　　(Ｅｓｔａ門司)　1:56.13  49.42

54.13 　7　生田　康子　　　(ビート久留米)　1:45.41  
　3　成安　チエ　　　(Ｅｓｔａ門司)　2:01.42  47.79

53.57 　8　横尾　範子　　　(ＳＣマリン　)　1:45.80  
70～74歳 48.41
　1　丹野　節子　　　(ビート八幡　)　1:38.32  　9　金丸　孝子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　1:50.24  

48.05 54.08
　2　末田　敦子　　　(コナミ中間　)　1:40.21   10　中村　律子　　　(ＪＵＪＯ　　)　2:07.17  

48.49 58.98
　3　三好　照子　　　(室見川ＳＣ　)　1:46.21  55～59歳

49.41 　1　田中　尚美　　　(トライアンフ)　1:11.08  
　4　国弘　利子　　　(アクス周南　)　1:47.90  34.54

49.22 　2　大塚　千絵　　　(七一ブライツ)　1:30.51  
　5　大澤　節子　　　(ル・長崎　　)　1:55.06  41.63

55.03 　3　三春　圭子　　　(ＳＳＳ宇部　)　1:31.30  
　6　藤井　慶子　　　(ビート八幡　)　2:03.46  43.84

52.92 　4　山岡恵都子　　　(ル・熊本　　)　1:35.60  
65～69歳 45.43
　1　赤星さみ子　　　(ターザン　　)　1:20.34  　5　江田　裕子　　　(黒佐水泳学校)　1:46.75  

37.74 45.66
　2　湊　　直枝　　　(セイカＳＣ　)　1:30.72  　6　戸嶋　美紀　　　(下関遊泳民族)　1:48.77  

42.38 50.85
　3　北村　政江　　　(コナミ徳力　)　1:34.85  　7　松本恵美子　　　(デルフィヌス)　1:53.15  

45.64 54.77
　4　大坪　裕子　　　(１・２・ＳＣ)　1:36.78  50～54歳

46.23 　1　松本　尚子　　　(よもぎ庵　　)　1:06.92  
　5　萩元いつ子　　　(鴨池ＳＳ　　)　1:37.19  32.52

46.31 　2　古川由美子　　　(コナミ天神　)　1:08.92  
　6　桝田　邦子　　　(ＢＳ長住　　)　1:40.54  32.89

48.92 　3　田中八千代　　　(ＳＳＳ宇部　)　1:17.25  
　7　戸田　洋子　　　(ル・福岡香椎)　1:48.44  37.31

52.73 　4　安田　好江　　　(コナミ天神　)　1:21.58  
　8　甲斐喜美子　　　(ＢＳ小郡　　)　1:51.10  38.89

49.80 　5　岡本　展代　　　(ＧＥＮＥＸ　)　1:28.18  
　9　土井　裕子　　　(ＪＵＪＯ　　)　1:53.72  41.21

54.22 　6　辻本　美和　　　(ワンダフォー)　1:35.02  
 10　梶山　妙子　　　(ビートＳＣ　)　2:03.22  44.22

54.78 　7　藤野　信子　　　(ハイエルボー)　1:38.00  
60～64歳 42.80
　1　白石　博美　　　(コナミ徳力　)　1:30.27  　8　伊東貴美子　　　(ル・春日　　)　1:38.81  

43.76 44.32
　2　大澤久美子　　　(ＴＩｓｗｉｍ)　1:30.30  

43.47
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45～49歳 　3　小林　民治　　　(ＫＵＳ　　　)　1:49.44  
　1　外山　律子　　　(セイカＳＣ　)　1:12.65  51.20

34.66 75～79歳
　2　髙橋　知子　　　(KSGつくし野 )　1:15.90  　1　岡部　　隆　　　(ウイングス　)　1:23.07  

36.08 38.37
　3　松田かお梨　　　(ＴｅａｍＩＴ)　1:22.97  　2　玉利　修二　　　(コナミ徳力　)　1:25.67  

40.28 41.09
　4　荒木　美保　　　(ル・熊本　　)　1:32.07  　3　安武　俊英　　　(はるおか福岡)　1:25.93  

43.70 38.89
40～44歳 　4　山野　泰照　　　(ターザン　　)　1:38.71  
　1　白坂　夏江　　　(ＪＬスポーツ)　1:05.51  45.93

31.82 　5　岡野　　忠　　　(コナミ長崎　)　1:43.31  
　2　河野　香里　　　(広島イルカ　)　1:07.91  49.37

33.22 70～74歳
　3　廣瀬　晶子　　　(コナミ天神　)　1:09.39  　1　山道　安人　　　(ル・長崎　　)　1:18.80  

34.13 37.02
　4　佐竹條利子　　　(セ・野間大池)　1:13.71  　2　福嶌　泰英　　　(ＢＳ久留米　)　1:21.41  

35.72 39.52
35～39歳 　3　篠田　　力　　　(下関遊泳民族)　1:26.05  
　1　中請　優美　　　(エキサイター)　1:01.57  40.16

29.39 　4　真田　則之　　　(Ｆナタリー　)　1:31.25  
　2　小原佐智子　　　(ル・沼津　　)　1:08.01  43.00

32.47 65～69歳
　3　藤野沙誉子　　　(よもぎ庵　　)　1:08.51  　1　前川　俊雄　　　(ＳＣＮＡＰ　)　1:18.75  

33.45 38.07
　4　平松　祐子　　　(コナミ城南　)　1:11.70  　2　小野　厚夫　　　(ＳＳＳ山口　)　1:24.62  

33.80 26.84
　5　高田　妙子　　　(ＴＷ福岡　　)　1:21.66  　3　下平　譲二　　　(コナミマリナ)　1:30.25  

38.22 43.62
30～34歳 　4　向井　洋二　　　(長崎ＴＳ　　)　1:31.12  
　1　仲野　小実　　　(ビート八幡　)　1:08.50  43.75

32.32 　5　飯田　　豊　　　(ル・イオン　)　1:33.24  
　2　黒瀬　慶子　　　(ビート八幡　)　1:09.49  45.01

33.49 　6　櫻井　義信　　　(ル・佐世保　)　1:35.05  
25～29歳 45.01
　1　古川　文香　　　(ハイスピード)　1:04.48  60～64歳

30.07 　1　末光　智広　　　(日本フィニス)　1:02.99  
　2　日野　　薫　　　(電通ＢＳ　　)　1:06.08  30.68

32.17 　2　藤木　邦雄　　　(セ・天神　　)　1:15.24  
　3　水田　幸子　　　(チームレフコ)　1:06.80  35.94

32.09 　3　永松　佳憲　　　(敬水会　　　)　1:19.44  
18～24歳 37.25
　1　甲斐　小浪　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　1:03.82  　4　豊田　英士　　　(別府ＭＳＣ　)　1:22.02  

31.08 40.90
　2　西村　彩美　　　(福県大ＳＴ　)　1:10.08  55～59歳

32.85 　1　中村　　篤　　　(はるおか福岡)　1:07.75  
　3　川端　紗織　　　(ＴＣＬ　　　)　1:12.58  32.36

34.08 　2　杉野　隆則　　　(水楽遊泳隊　)　1:09.59  
　4　田中くるみ　　　(KSGつくし野 )　1:12.85  33.06

35.19 　3　三浦　雅之　　　(はるおか福岡)　1:10.20  
　5　田崎　絢子　　　(西日本ＳＣ　)　1:14.37  34.57

34.63 　4　鶴田　博敏　　　(ビート久留米)　1:10.78  
33.97

No. 28 男子　100m 自由形　　　　　  　5　高岡　明典　　　(ココナツ・古)　1:11.86  
85～89歳 34.10
　1　田中　　清　　　(室見川ＳＣ　)　1:31.49  　6　上村　哲司　　　(敬水会　　　)　1:20.55  

42.54 36.65
80～84歳 　7　平賀　勝治　　　(ウイングス　)　1:33.40  
　1　堀部　和禄　　　(福岡ムーンＣ)　1:33.72  41.67

43.48 50～54歳
　2　吉永　昭信　　　(福岡ムーンＣ)　1:46.97  　1　小川　　仁　　　(コナミ香椎　)　1:02.83  

49.42 30.47
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　2　太田　道貴　　　(ル・小倉　　)　1:03.70  30～34歳
31.12 　1　下田　　翔　　　(シーモスイム)　　55.57  

　3　吉田　直弘　　　(ＦｂＳＣ　　)　1:05.87  26.75
32.37 　1　加留部宏幸　　　(ＮＳＳ野上　)　　55.57  

　4　香田　岳之　　　(ＢＳ久留米　)　1:06.81  26.49
32.53 　3　清瀧　雄太　　　(七一ブライツ)　1:05.20  

　5　高宮　博樹　　　(敬水会　　　)　1:08.93  31.06
33.28 　4　入口　裕介　　　(ル・佐世保　)　1:09.93  

　6　神野　匡司　　　(ビート八幡　)　1:09.06  32.71
33.56 25～29歳

　7　本村　祐幸　　　(ＪＳＳちくご)　1:11.74  　1　石橋　千彰　　　(電通ＢＳ　　)　　51.73  
34.19 25.00

　8　麻生　正和　　　(ル・佐世保　)　1:31.13  　2　村野　遼太　　　(三田水泳会　)　　51.92  
43.56 24.95

　9　本田　栄司　　　(ＢＳ久留米　)　1:31.29  　3　荒川　亮介　　　(ＴＷ福岡　　)　　58.07  
38.58 27.41

45～49歳 　4　林　　祐樹　　　(ル・熊本　　)　1:02.69  
　1　佐々木貴士　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　　57.68  29.85

27.69 18～24歳
　2　奥本　一夫　　　(ＪＵＪＯ　　)　　58.31  　1　池田　拓史　　　(甘木Ｂ＆Ｇ　)　　54.13  

28.06 25.96
　3　石井　真哉　　　(ＴＷ福岡　　)　　59.76  　2　山口　昌輝　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　54.94  

29.44 26.66
　4　中橋　輝久　　　(熊大しぶき会)　1:06.62  　3　小林　涼介　　　(ル・福岡香椎)　　55.49  

32.12 26.33
　5　長谷川貢一　　　(日本フィニス)　1:07.07  　4　大庭　貴文　　　(Ｓ－ＤＡＳＨ)　　56.46  

32.22 27.73
40～44歳 　5　永原　海洲　　　(チーム・スパ)　　56.85  
　1　高橋　政俊　　　(よもぎ庵　　)　　56.84  27.66

27.21 　6　安井　達哉　　　(ル・福岡香椎)　　57.55  
　2　真田　洋平　　　(ル・小倉　　)　　58.40  27.61

27.97 　7　田中　晴海　　　(はるおか福岡)　　57.62  
　3　吉牟田芳樹　　　(コナミ香椎　)　1:00.30  27.87

28.78 　8　大山　晶司　　　(Ｂ・マリーン)　　58.25  
　4　井ノ上教士　　　(日本フィニス)　1:00.34  27.58

27.89 　9　泉田　天湧　　　(長崎ＴＳ　　)　　59.35  
　5　大森　陽介　　　(はるおか福岡)　1:02.48  27.70

29.68  10　小田　智久　　　(サワラＳＳ　)　　59.83  
　6　山口　裕哉　　　(ＩＳＣオルカ)　1:02.98  28.33

30.08  11　渡邊　俊太　　　(ＮＡＳ姪浜　)　1:01.08  
　7　永渕　寛司　　　(ＢＳ久留米東)　1:04.67  28.49

31.70  12　有村　　陸　　　(原田学園ＳＳ)　1:02.86  
　8　有田　善幸　　　(ＮＳＳ野上　)　1:04.93  29.87

31.12  13　広田　晃平　　　(福県大ＳＴ　)　1:21.06  
　9　久保田　努　　　(ＮＳＳ野上　)　1:09.45  35.46

32.19
 10　大久保淳平　　　(ＳＳアルファ)　1:09.74  No. 29 女子　100m 平泳ぎ　　　　　  

32.51 80～84歳
 11　藤木　孝之　　　(サワラＳＳ　)　1:14.18  　1　永川由美子　　　(ＢＳ長住　　)　3:38.74  

34.67 　　　　　　　　　　　　　　　　1:45.65
35～39歳 75～79歳
　1　金子　智弥　　　(太陽ＣＯＭ　)　　58.76  　1　田仲　庸子　　　(はるおか福岡)　2:38.38  

28.61 　　　　　　　　　　　　　　　　1:17.18
　2　石田　圭吾　　　(Ａ・ＳＴＹＬ)　　58.77  70～74歳

28.34 　1　藤波スズ子　　　(ビートＳＣ　)　1:50.80  
　3　辻塚　洋平　　　(ル・長崎　　)　1:00.78  51.89

28.95 　2　吉村　是香　　　(サワラＳＳ　)　2:10.34  
　4　米倉　裕貴　　　(敬水会　　　)　1:01.38  59.84

29.18 　3　宮永久美子　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　2:18.23  
　5　村瀬　佳史　　　(ＳＳアルファ)　1:03.26  　　　　　　　　　　　　　　　　1:05.39

29.66 65～69歳
　6　縄田　慎吾　　　(コナミ天神　)　1:07.76  　1　吉見多美子　　　(嘉泳会　　　)　1:46.01  

31.91 49.32



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　2　多田留美子　　　(ウイングス　)　1:56.72  No. 30 男子　100m 平泳ぎ　　　　　  
55.27 80～84歳

　3　加藤加代子　　　(ＪＳＳちくご)　1:59.39  　1　吉浦　順璽　　　(西日本ＳＣ　)　2:07.02  
56.72 59.59

　4　河野ふき子　　　(鴨池ＳＳ　　)　2:01.11  75～79歳
55.85 　1　前田　祐將　　　(ＪＳＳさやま)　1:37.60  

　5　鶴田　和枝　　　(Ｓ＆Ａ　　　)　2:15.34  45.45
　　　　　　　　　　　　　　　　1:06.13 　2　新本　忠司　　　(安房ＭＳ　　)　2:03.31  
　6　伊東久美子　　　(ル・小倉　　)　2:16.51  55.52
　　　　　　　　　　　　　　　　1:04.85 　3　大原　　巖　　　(ビートＳＣ　)　2:08.41  
60～64歳 57.41
　1　渡辺　聡子　　　(ＢＳ古賀　　)　1:53.51  70～74歳

53.44 　1　深堀　堯憲　　　(室見川ＳＣ　)　1:32.07  
　2　江上　　恵　　　(ル・熊本　　)　2:02.88  43.3

57.73 　2　副嶋　誠則　　　(ル・佐世保　)　1:46.37  
　3　熊田　美奈　　　(ビートＳＣ　)　2:05.27  49.22

58.92 65～69歳
　4　渡辺　里美　　　(ＪＵＪＯ　　)　2:06.99  　1　林　　　敏　　　(アクス周南　)　1:26.79  

58.8 41.6
　5　立山　信子　　　(はるおか福岡)　2:07.33  　2　林　　敏夫　　　(ＹＹＣＬＵＢ)　1:31.60  

59.67 44.11
　6　鶴原恵美子　　　(水楽遊泳隊　)　2:12.66  　3　和田　達彦　　　(トビシマ　　)　1:37.86  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:03.97 44.76
55～59歳 　4　三牧　雅明　　　(福岡ＳＣ　　)　1:40.23  
　1　瀬戸口ゆかり　　(９９’サセボ)　1:48.77  46.62

50.34 　5　永石　純三　　　(ル・イオン　)　2:00.27  
　2　村田智世子　　　(ＴＷ福岡　　)　2:27.22  56.68
　　　　　　　　　　　　　　　　1:08.78 　6　徳永　俊美　　　(チーム・スパ)　2:08.99  
50～54歳 　　　　　　　　　　　　　　　　1:00.33
　1　木庭志保美　　　(トライアンフ)　1:32.28  　7　原田　達雄　　　(ビート久留米)　2:29.48  

43.74 　　　　　　　　　　　　　　　　1:04.31
　2　中村　郁子　　　(アクス周南　)　1:42.41  60～64歳

48.31 　1　柳瀬　隆一　　　(甘木ＳＣ　　)　1:41.51  
　3　藤澤　京子　　　(ＳＣＮＡＰ　)　1:50.89  47.16

51.56 　2　田上　哲也　　　(コナミ天神　)　1:47.89  
　4　上戸　真弓　　　(ＳＣマリン　)　1:51.09  50.51

53.12 55～59歳
　5　中原　智子　　　(ＢＳ久留米東)　1:56.80  　1　平田　正治　　　(アクス周南　)　1:31.02  

56.21 43.89
45～49歳 　2　里　　　宏　　　(レックス　　)　1:33.40  
　1　宮本　知枝　　　(ビート八幡　)　1:22.95  43.7

39.04 　3　竹中　一克　　　(コナミ天神　)　1:35.64  
　2　金澤有紀子　　　(コナミ城南　)　1:42.78  43.68

49.48 50～54歳
　3　佐藤　　薫　　　(はるおか福岡)　1:44.74  　1　宮嶋　年宏　　　(コナミ北浦和)　1:21.73  

49.12 37.51
　4　濱田美佐緒　　　(コナミ中間　)　1:57.37  45～49歳

57.07 　1　山内　康寛　　　(いさはやＳＣ)　1:11.60  
40～44歳 34.03
　1　森部　朝子　　　(福岡ムーンＣ)　1:40.76  　2　荒木　厚博　　　(Ｔ－１９１　)　1:15.23  

48.07 35.55
35～39歳 　3　春園　尚志　　　(セ・天神　　)　1:32.55  
　1　大竹加那子　　　(福岡ＳＣ　　)　1:29.75  42.08

43.29 40～44歳
　2　梅津　由理　　　(ＴＷ福岡　　)　1:29.90  　1　大塚　貴文　　　(ＴＷ福岡　　)　1:09.57  

43.42 33.01
18～24歳 　2　増本　賢治　　　(コナミ城南　)　1:10.76  
　1　坂田　　紫　　　(トライアンフ)　1:12.01  33.95

34.32 　3　倉吉　真吾　　　(ＪＳＳちくご)　1:15.13  
35.54

　4　古賀　文二　　　(９９’サセボ)　1:26.01  
41.25



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　5　毎熊　敏彦　　　(みやきＳＣ　)　1:27.00  45～49歳
40.49 　1　小山田京子　　　(ＳＣＮＡＰ　)　1:37.01  

　6　西　　康博　　　(コナミ天神　)　1:28.52  43.43
41.83 35～39歳

35～39歳 　1　西井　涼子　　　(ＢＳ久留米　)　1:58.10  
　1　羽江　圭太　　　(チームレフコ)　1:09.03  57.43

33.01
　2　五十嵐崇則　　　(ル・熊本　　)　1:23.01  No. 32 男子　100m バタフライ　　　  

38.54 75～79歳
30～34歳 　1　内田　守宣　　　(ハイエルボー)　2:01.79  
　1　松本　雄生　　　(チームレフコ)　1:05.84  55.09

31 65～69歳
　2　田原　琢朗　　　(ＳＤ小倉　　)　1:07.08  　 　宮原　　潔　　　(ル・春日　　)　　 失格  

31.93 55～59歳
　3　清崎　恵佑　　　(ＳＳＳ宇部　)　1:08.35  　1　伊藤　寛幸　　　(ＳＣＮＡＰ　)　1:13.28  

31.9 33.37
　4　兼石　　彰　　　(原田学園ＳＳ)　1:13.07  　2　芝　　啓造　　　(広島イルカ　)　1:14.28  

33.76 35.15
　5　石崎　　篤　　　(プリオ　　　)　1:15.59  　3　小島　明夫　　　(ＴＷ福岡　　)　1:42.56  

35.27 45.66
　6　楠本　　潤　　　(サンクソルダ)　1:16.38  50～54歳

35.76 　1　青野　修二　　　(水楽遊泳隊　)　1:16.75  
　7　矢山　龍一　　　(ＳＤ小倉　　)　1:20.24  35.35

37.81 45～49歳
25～29歳 　1　藤原日出和　　　(臼杵ＭＳＣ　)　1:07.78  
　1　山口　誠樹　　　(ＭｇＦａｍ　)　1:11.67  31.51

33.81 　2　島野　哲郎　　　(はるおか山口)　1:08.77  
　2　青木　琢磨　　　(春泳会　　　)　1:17.60  31.67

36.2 40～44歳
18～24歳 　1　中園　英憲　　　(エキサイター)　1:01.38  
　1　西山龍二郎　　　(原田学園ＳＳ)　1:05.62  28.86

30.48 　2　小池　史朗　　　(七一ブライツ)　1:18.19  
　2　日髙　世稀　　　(原田学園ＳＳ)　1:09.10  35.65

32.52 35～39歳
　3　坂田　　俊　　　(セ・野間大池)　1:14.01  　1　奥苑　　崇　　　(ＴＷ福岡　　)　1:00.26  

34.91 28.91
　2　竹中　周作　　　(日本フィニス)　1:00.57  

No. 31 女子　100m バタフライ　　　  28.44
75～79歳 　3　吉村　信吾　　　(エルグＳＳ　)　1:02.52  
　1　白石美和子　　　(サワラＳＳ　)　2:22.68  29.43
　　　　　　　　　　　　　　　　1:06.83 　4　酒井　宏貴　　　(春泳会　　　)　1:17.13  
70～74歳 35.57
　1　吉賀喜代美　　　(コナミ徳力　)　2:24.49  25～29歳
　　　　　　　　　　　　　　　　1:03.90 　1　青木　　颯　　　(コナミ天神　)　　59.89  
　 　永田　寿美　　　(サワラＳＳ　)　　 失格  27.48
65～69歳 　2　米倉　亮太　　　(電通ＢＳ　　)　1:02.63  
　1　小川紫津子　　　(西日本ＳＣ　)　2:17.66  29.09
　　　　　　　　　　　　　　　　1:01.66 18～24歳
60～64歳 　1　三宅　孝幸　　　(チーム・スパ)　　58.82  
　1　松岡　公子　　　(ＳＳＳ山口　)　1:36.71  26.94

45.87 　2　福地　将理　　　(Ｓ・Ｐ・Ｓ　)　　59.80  
　2　筒井　優子　　　(ＪＳＳちくご)　2:20.33  27.58
　　　　　　　　　　　　　　　　1:05.14
55～59歳
　1　古谷　清美　　　(ＢＳ古賀　　)　2:06.50  

58.10
　2　江口　夏子　　　(ル・小倉　　)　2:17.61  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:01.39
　3　松本恵美子　　　(デルフィヌス)　2:19.19  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:06.28
50～54歳
　1　松本由美子　　　(ＴＷ福岡　　)　2:18.91  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:01.95



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

No. 33 女子　100m 背泳ぎ　　　　　  No. 34 男子　100m 背泳ぎ　　　　　  
80～84歳 80～84歳
　1　渡辺　和江　　　(ビートＳＣ　)　2:01.41  　1　冨松　正則　　　(黒佐水泳学校)　1:58.14  

58.91 56.5
75～79歳 75～79歳
　1　久藤　和子　　　(フェニックス)　2:06.04  　1　野中　英裕　　　(ウイングス　)　2:07.22  

59.81 　　　　　　　　　　　　　　　　1:00.91
70～74歳 　2　安広　和雄　　　(アンコーズ　)　2:08.95  
　1　廣渡チヨ子　　　(コナミマリナ)　2:05.12  　　　　　　　　　　　　　　　　1:01.82
　　　　　　　　　　　　　　　　1:03.11 70～74歳
　2　堀　　順子　　　(長丘ＤＳＣ　)　2:08.39  　1　梶原庄一郎　　　(ル・大分　　)　1:33.98  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:00.07 45.28
65～69歳 　2　栗林將次郎　　　(コナミマリナ)　1:57.89  
　1　児玉　啓子　　　(ビートＳＣ　)　1:41.99  54.11

47.43 65～69歳
　2　松重　末子　　　(福岡ムーンＣ)　1:44.06  　1　小野　正博　　　(ＢＳ小郡　　)　1:16.69  

49.95 37.92
　3　川本みづえ　　　(はるおか福岡)　1:52.70  　2　吉見　　茂　　　(嘉泳会　　　)　1:23.81  

54.10 41.02
　4　大坪　裕子　　　(１・２・ＳＣ)　1:55.87  　3　津村　文雄　　　(はるおか福岡)　1:40.03  

54.50 47.09
　5　立石けい子　　　(ル・春日　　)　1:59.78  　4　樋口　秀人　　　(オーステン　)　1:43.89  

57.32 48.75
　6　川上　　曜　　　(Ｅｓｔａ門司)　2:00.02  　5　松山　博文　　　(ル・佐世保　)　1:44.82  

53.89 50.38
　7　戸田　洋子　　　(ル・福岡香椎)　2:07.62  60～64歳
　　　　　　　　　　　　　　　　1:02.15 　1　青木　弘興　　　(祖師谷　　　)　1:14.12  
60～64歳 35.35
　1　冨田　栄子　　　(ＢＳ長住　　)　1:33.80  　2　江上　倫生　　　(Ｂ・マリーン)　1:14.35  

44.86 34.31
　2　白神　京子　　　(コナミ徳力　)　2:15.85  　3　小石　克人　　　(ビートＳＣ　)　1:33.59  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:00.97 46.55
　3　下村美加子　　　(ＴＷ福岡　　)　2:17.36  　4　奥田　亨弘　　　(はるおか福岡)　1:44.00  
　　　　　　　　　　　　　　　　1:05.45 51.36
　 　芹澤　圭子　　　(コナミ徳力　)　　 失格  50～54歳
55～59歳 　1　倉田圭一郎　　　(ＳＳＳ山口　)　1:25.02  
　1　松尾　美津　　　(コナミ城南　)　1:48.88  40.29

49.15 　2　松尾　圭三　　　(水の妖精軍団)　1:42.18  
50～54歳 49.34
　1　佐田　峰代　　　(春泳会　　　)　1:30.14  45～49歳

43.24 　1　塩田　英樹　　　(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ定食　)　1:27.54  
45～49歳 42.48
　1　赤尾　朋子　　　(七一ブライツ)　1:52.65  　2　甲木　秀弘　　　(ＢＳ久留米　)　1:39.95  

54.70 48.4
40～44歳 　3　佐々木　巧　　　(ＳＣＮＡＰ　)　1:51.63  
　1　百田千亜紀　　　(ル・イオン　)　1:29.39  54.69

46.47 　4　白石　浩二　　　(水の妖精軍団)　1:56.63  
25～29歳 55.41
　1　黒木　舞香　　　(Ｂ・マリーン)　1:17.15  40～44歳

36.82 　1　本田健志郎　　　(ル・福岡西新)　1:04.23  
　2　瀧口　　純　　　(いさはやＳＣ)　1:18.83  32.21

37.57 　2　掛谷　玄至　　　(セ・南千住　)　1:11.87  
18～24歳 34.08
　1　田中　咲希　　　(ＢＳ久留米　)　1:10.99  　3　藤井　　洋　　　(チーム珍用会)　1:21.42  

34.59 39.81
　2　南部由梨絵　　　(ル・長崎　　)　1:12.19  35～39歳

34.14 　1　森　　琢磨　　　(七一ブライツ)　1:18.41  
　3　柳川　実輝　　　(セ・天神　　)　1:12.71  37.39

34.84 30～34歳
　4　島﨑　夏海　　　(ＢＳ久留米　)　1:12.98  　1　手島　浩太　　　(甘木ＳＣ　　)　　57.70  

35.57 27.71
　5　佐伯　真菜　　　(チームレフコ)　1:13.45  　2　諏訪辺　峻　　　(ル・春日　　)　1:14.59  

36.53 24.67



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

25～29歳
　1　岳藤　　翔　　　(ハイスピード)　1:00.70  

28.97
　2　永田　和幸　　　(ＢＳ小郡　　)　1:10.60  

34.24
18～24歳
　1　永田　海人　　　(KSGつくし野 )　1:03.73  

29.99
　2　吉村　　快　　　(はるおか福岡)　1:05.56  

31.61
　3　宇田　海紀　　　(原田学園ＳＳ)　1:08.76  

32.45
　4　西部　滉平　　　(福県大ＳＴ　)　1:12.96  

35.23

No. 35 女子4× 25m フリーリレー　　  
280～319歳
　1 エスタ香椎　　　　1:17.80 
　　　　　　(小嶋　芳子　　　・篠崎久美子　　　・富澤　栄子　　　・養父喜代子　　　) 

37.99
　2 ＳＣマリン　　　　1:22.86 
　　　　　　(中野美佐子　　　・沖田フミ子　　　・柳川　順子　　　・横尾　範子　　　) 

45.11
　3 サワラＳＳ　　　　1:26.39 
　　　　　　(白石美和子　　　・金丸　暁子　　　・吉村　是香　　　・吉田　照子　　　) 

44.98
　4 コナミ徳力　　　　1:28.91 
　　　　　　(加藤美智子　　　・若佐加代子　　　・疇津　慶子　　　・安田　敏子　　　) 

47.04
240～279歳
　1 ＳＳＳ山口　　　　1:07.50 
　　　　　　(宮崎　聡子　　　・中尾　久美　　　・西村とも子　　　・松岡　公子　　　) 

30.33
　2 福岡ムーンＣ　　　1:07.95 
　　　　　　(山口　茂子　　　・松重　末子　　　・竹谷かをる　　　・吉田　裕子　　　) 

34.00
　3 七一ブライツ　　　1:11.22 
　　　　　　(大塚　千絵　　　・赤尾　朋子　　　・得能　恵子　　　・有田喜美枝　　　) 

34.92
　4 ル・熊本　　　　　1:12.21 
　　　　　　(山岡恵都子　　　・江上　　恵　　　・上野　玲子　　　・砂原　純子　　　) 

36.88
　5 ビートＳＣ　　　　1:12.37 
　　　　　　(中小田千鶴子　　・児玉　啓子　　　・藤波スズ子　　　・熊田　美奈　　　) 

33.33
　6 ＢＳ久留米　　　　1:16.18 
　　　　　　(下東千恵子　　　・岩永　広子　　　・吉本　幸子　　　・東原　絹代　　　) 

37.91
　7 ＳＣマリン　　　　1:16.21 
　　　　　　(山添　栄子　　　・柴田　朋子　　　・上戸　真弓　　　・田中　りか　　　) 

39.71
　8 コナミ徳力　　　　1:16.36 
　　　　　　(北村　政江　　　・芹澤　圭子　　　・白神　京子　　　・白石　博美　　　) 

38.37
　9 黒佐水泳学校　　　1:19.87 
　　　　　　(松田　純枝　　　・花田今日子　　　・白木　和子　　　・江田　裕子　　　) 

39.30
　　ＪＵＪＯ　　　　　　 失格 
　　　　　　(間部満喜子　　　・馬場　昭子　　　・久保美代子　　　・安田　幸子　　　) 

34.68



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

200～239歳
　1 よもぎ庵　　　　　1:03.58 
　　　　　　(高村　晴子　　　・藤野沙誉子　　　・石村　啓子　　　・松本　尚子　　　) 

30.28
　2 エスタ香椎　　　　1:06.24 
　　　　　　(加来　明子　　　・東　久美子　　　・柴田　順子　　　・内川　紀子　　　) 

35.44
　3 ＳＳＳ宇部　　　　1:06.57 
　　　　　　(永尾　玲子　　　・名和田靖子　　　・三春　圭子　　　・田中八千代　　　) 

32.62
　4 コナミ徳力　　　　1:07.04 
　　　　　　(立岩　友美　　　・川口　慶子　　　・池尻　邦江　　　・髙橋　順子　　　) 

32.90
　5 コナミマリナ　　　1:08.05 
　　　　　　(本田　朝美　　　・田中　好子　　　・大塚　麻由　　　・江口甲子恵　　　) 

37.95
　　ＪＵＪＯ　　　　　　 失格 
　　　　　　(井上　智子　　　・酒井　琴美　　　・荒井　博子　　　・風間　祐子　　　) 
160～199歳
　1 ル・イオン　　　　1:05.33 
　　　　　　(二宮　理恵　　　・平島　香織　　　・百田千亜紀　　　・鬼鞍　志津　　　) 

35.17
　2 ワンダフォー　　　1:06.38 
　　　　　　(上川　和華　　　・伊東　涼子　　　・辻本　美和　　　・清水久美子　　　) 

31.95
　3 ＴＷ福岡　　　　　1:07.11 
　　　　　　(梅津　由理　　　・高田　妙子　　　・松本由美子　　　・井上　麻衣　　　) 

31.32
　4 レックス　　　　　1:07.52 
　　　　　　(朝吹由紀子　　　・大山　優花　　　・坂本　　望　　　・東　　秀子　　　) 

32.11
　5 水の妖精軍団　　　1:08.84 
　　　　　　(濵地　美加　　　・薦田　智子　　　・山口　歩美　　　・坂本　志保　　　) 

35.33
　6 ＢＳ古賀　　　　　1:11.88 
　　　　　　(松本　優花　　　・江里口博子　　　・藤井　純子　　　・古谷　清美　　　) 

33.24
　　ＢＳ長住　　　　　　 失格 
　　　　　　(齋藤　恭子　　　・富窪田鶴子　　　・目等　弘美　　　・近藤　智子　　　) 
120～159歳
　1 ビート八幡　　　　　57.13 
　　　　　　(仲野　小実　　　・宮本　知枝　　　・黒瀬　朋恵　　　・黒瀬　慶子　　　) 

28.18
　2 Ｓ＆Ａ　　　　　　　58.13 
　　　　　　(束田　涼子　　　・小野ユキコ　　　・村上　雅子　　　・冨安　　楓　　　) 

29.02
　3 ル・福岡香椎　　　1:01.95 
　　　　　　(正田　沙樹　　　・山脇由里絵　　　・河村亜友実　　　・﨑村　説子　　　) 

28.99
119歳以下
　1 原田学園ＳＳ　　　　56.24 
　　　　　　(石田　実梨　　　・山下真名美　　　・永谷　美佳　　　・田中　志穂　　　) 

27.06

No. 36 男子4× 25m フリーリレー　　  
320～359歳
　1 ＫＵＳ　　　　　　1:11.46 
　　　　　　(蒲池　徹志　　　・野田　　清　　　・野瀬　善彦　　　・小林　民治　　　) 

35.77
　2 福岡ムーンＣ　　　1:13.19 
　　　　　　(堀部　和禄　　　・水田　　信　　　・前原　松彦　　　・吉永　昭信　　　) 

36.04



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　3 黒佐水泳学校　　　1:14.84 
　　　　　　(矢野　幸盛　　　・冨松　正則　　　・花田　年弘　　　・佐藤　好助　　　) 

41.21
280～319歳
　1 ＢＳ久留米　　　　1:04.16 
　　　　　　(三浦　久夫　　　・髙木　　勇　　　・福嶌　泰英　　　・丸山　関男　　　) 

33.31
　2 ル・イオン　　　　1:10.04 
　　　　　　(内田　信成　　　・山内　滿義　　　・永石　純三　　　・飯田　　豊　　　) 

35.19
　3 元気くらぶ　　　　1:23.07 
　　　　　　(光井登志彦　　　・杉谷　春之　　　・大熊　康敏　　　・須崎　良一　　　) 

45.44
240～279歳
　1 はるおか福岡　　　　57.64 
　　　　　　(三浦　雅之　　　・中村　　篤　　　・井手　昌孝　　　・安武　俊英　　　) 

28.20
　2 福岡ムーンＣ　　　　58.73 
　　　　　　(村上　俊六　　　・鍋藤　　聰　　　・上坂　仁志　　　・堀　健一郎　　　) 

29.41
　3 ＳＳＳ山口　　　　1:00.28 
　　　　　　(古市　新治　　　・三吉　　実　　　・小野　厚夫　　　・倉田圭一郎　　　) 

29.92
　4 ウイングス　　　　1:03.00 
　　　　　　(岡部　　隆　　　・平賀　勝治　　　・クリストファカーマン・江頭　　潤　　　) 

34.05
200～239歳
　1 ビートＳＣ　　　　　56.31 
　　　　　　(岩崎　哲也　　　・浦上　　武　　　・小石　克人　　　・前田　治久　　　) 

28.12
　2 ル・長崎　　　　　　56.79 
　　　　　　(津田　光政　　　・青山　　歩　　　・山道　安人　　　・辻塚　洋平　　　) 

27.09
　3 敬水会　　　　　　　57.35 
　　　　　　(米倉　裕貴　　　・高宮　博樹　　　・上村　哲司　　　・永松　佳憲　　　) 

26.64
　4 ＳＳＳ宇部　　　　　58.73 
　　　　　　(清崎　恵佑　　　・吉永　幸男　　　・名和田　環　　　・上村　幸弘　　　) 

27.24
　5 ル・佐世保　　　　　59.02 
　　　　　　(小串　修一　　　・杉山　三郎　　　・松山　博文　　　・麻生　正和　　　) 

26.86
　6 ＴＷ福岡　　　　　　59.17 
　　　　　　(裵　　英正　　　・小島　明夫　　　・宮川　研一　　　・畑瀬　貴之　　　) 

31.45
　7 チーム・スパ　　　　59.73 
　　　　　　(金山　卓樹　　　・田中　俊英　　　・黒木　敦史　　　・新村　恭平　　　) 

30.98
　8 レックス　　　　　1:00.87 
　　　　　　(安藤　正剛　　　・若林　　守　　　・大田　雅文　　　・鶴田　勝久　　　) 

27.82
　9 コナミマリナ　　　1:03.60 
　　　　　　(梅崎　了一　　　・栗林將次郎　　　・川内　佳司　　　・石坂　　剛　　　) 

35.64
160～199歳
　1 よもぎ庵　　　　　　47.60 
　　　　　　(菅谷　研一　　　・平沼　隆士　　　・高橋　政俊　　　・井口　善文　　　) 

22.83
　2 日本フィニス　　　　48.80 
　　　　　　(竹中　周作　　　・石井　博之　　　・井ノ上教士　　　・長谷川貢一　　　) 

23.80



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　3 チーム珍用会　　　　50.59 
　　　　　　(川中　　亮　　　・藤井　　洋　　　・岡　　　睦　　　・橋垣　　亮　　　) 

25.49
　4 いさはやＳＣ　　　　50.69 
　　　　　　(岩佐　浩輝　　　・森山　伸治　　　・山内　康寛　　　・小林　弘明　　　) 

25.37
　5 ル・小倉　　　　　　52.71 
　　　　　　(市原　翔太　　　・太田　道貴　　　・磯　　誠実　　　・真田　洋平　　　) 

25.52
　6 ル・春日　　　　　　53.35 
　　　　　　(林　　敬治　　　・宮林　誠之　　　・大隈　和彦　　　・村上　　亮　　　) 

26.61
　7 コナミ徳力　　　　　54.22 
　　　　　　(竹田　大悟　　　・山田　周二　　　・大田　正人　　　・磯田　浩司　　　) 

26.28
　8 七一ブライツ　　　　54.25 
　　　　　　(中村　浩一　　　・河村　大介　　　・清瀧　雄太　　　・小池　史朗　　　) 

27.85
　9 スイム・ラボ　　　　55.02 
　　　　　　(野田　彰生　　　・山口　健次　　　・黒岩　博幸　　　・松永　正則　　　) 

27.05
 10 ワンダフォー　　　1:04.95 
　　　　　　(新山　紀隆　　　・松井　弘司　　　・薬師寺　尚　　　・安部　卓也　　　) 

31.30
　　ビート八幡　　　　　 失格 
　　　　　　(志賀　龍一　　　・藤井　俊介　　　・戸島　次郎　　　・坂本　伸也　　　) 

24.81
120～159歳
　1 甘木ＳＣ　　　　　　46.69 
　　　　　　(宇野　勇己　　　・吉田　政宗　　　・大庭　隼人　　　・手島　浩太　　　) 

24.29
　2 原田学園ＳＳ　　　　46.81 
　　　　　　(兼石　　彰　　　・西山龍二郎　　　・小段　洋樹　　　・宿里　竜太　　　) 

24.30
　3 チームレフコ　　　　47.52 
　　　　　　(眞鍋　佑輔　　　・松本　雄生　　　・羽江　圭太　　　・平井　陽伸　　　) 

23.93
　4 ＴＷ福岡　　　　　　48.56 
　　　　　　(荒川　亮介　　　・大塚　貴文　　　・奥苑　　崇　　　・石井　真哉　　　) 

24.11
　5 Ｓ・Ｐ・Ｓ　　　　　50.25 
　　　　　　(福守　正臣　　　・加藤　寛也　　　・原口　　真　　　・植田　康平　　　) 

25.29
　6 サンクソルダ　　　　50.65 
　　　　　　(山本　一登　　　・崖　　和博　　　・山﨑　正隆　　　・楠本　　潤　　　) 

25.74
　7 春泳会　　　　　　　50.78 
　　　　　　(上之薗　翔　　　・竹井　賢一　　　・酒井　宏貴　　　・青木　琢磨　　　) 

24.47
　8 ＳＤ小倉　　　　　　54.89 
　　　　　　(田原　琢朗　　　・福原　清貴　　　・矢山　龍一　　　・大浦　泰永　　　) 

27.51
　9 サワラＳＳ　　　　　55.59 
　　　　　　(武田　晃則　　　・平井　俊光　　　・藤木　孝之　　　・本田　和弘　　　) 

26.18
　　ＳＳアルファ　　　　 失格 
　　　　　　(山本　健太　　　・光橋　浩二　　　・川満　　翼　　　・大久保淳平　　　) 
119歳以下
　1 電通ＢＳ　　　　　　45.20 
　　　　　　(石橋　千彰　　　・米倉　亮太　　　・水谷　　翔　　　・菅原　孝義　　　) 

22.34



２０１７年度日本マスターズ水泳短水路大会福岡（福岡）会場
期日：2017年5月14日(日)　　　　　　　会場：福岡市立総合西市民プール(25m)

　2 ＭｇＦａｍ　　　　　46.96 
　　　　　　(川上　勝臣　　　・馬場誠士朗　　　・山口　誠樹　　　・神﨑　亮丞　　　) 

24.26
　3 原田学園ＳＳ　　　　47.26 
　　　　　　(西森　拳成　　　・日髙　世稀　　　・馬場　敦也　　　・馬場　亮輔　　　) 

23.67
　4 甘木Ｂ＆Ｇ　　　　　47.59 
　　　　　　(岩田　恭明　　　・池田　拓史　　　・岩田　慎明　　　・村井　利行　　　) 

23.06
　5 Ｓ・Ｐ・Ｓ　　　　　47.90 
　　　　　　(山口　昌輝　　　・松浦　優紀　　　・福地　将理　　　・原口　　寿　　　) 

23.48
　6 ル・福岡香椎　　　　48.36 
　　　　　　(小林　涼介　　　・安井　達哉　　　・松本　　誠　　　・溝口　康太　　　) 

23.78
　7 水中家族　　　　　　48.79 
　　　　　　(石戸成一郎　　　・関　純一朗　　　・江口　将平　　　・成富　隆介　　　) 

24.27
　8 ル・佐世保　　　　　50.26 
　　　　　　(沖田　健二　　　・松尾　浩嗣　　　・入口　裕介　　　・平川　雄太　　　) 

24.46
　9 ＮＳＳ野上　　　　　50.39 
　　　　　　(風間　達也　　　・久保田　努　　　・菊田　瑛司　　　・加留部宏幸　　　) 

25.38


