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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.2 男子 4×50m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:50.58

≪ 119歳以下 ≫

長野DS中央   1:47.531/ 7 ･大会新

    27.12
石坂　岳斗         ・川村　栄人         ・市川　諒太         ・松澤　直哉

第一正式

1

ＩＳＣ飯田   2:00.971/ 6
    33.21

折山　克浩         ・山岸　達哉         ・北原　　祥         ・原　　佳汰

第一正式

2

ＩＳＣ飯田南   2:03.731/ 5
    28.74

吉川　　剛      大1・今井　一雄         ・久保田晃太         ・廣澤　公樹

第一正式

3

ＳＡＭ長野   2:08.551/ 4
    33.05

宮下　栄之         ・中村　一貴         ・北村幸太郎      大1・小林　龍太

第一正式

4

No.2 男子 4×50m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:47.59

≪ 120～149歳 ≫

ＳＳＣ篠ノ井   1:59.861/ 2
    33.21

美齊津拓秀         ・小山　和晃         ・近藤　治樹         ・毛受　　誠

第一正式

1

ナガデン若里  引継違反1/ 3
    31.50

中村　俊介         ・北川原竜太         ・小山　　裕         ・齊藤　恭也

第一正式

出力日時： 6月3日 15:46
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.3 女子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:05.25

≪ 150～199歳 ≫

ＳＡＭ長野   1:12.264/ 4

藤澤　素子      大4・横田千亜希      大1・有賀喜美子         ・徳永　千年

第一正式

1

ＳＡＭ松本   1:14.654/ 8

横山亜由美         ・髙橋　智子         ・降籏　　愛         ・村山あゆみ

第一正式

2

ＡＦＡＳ伊那   1:15.624/ 5

藤澤美奈代         ・武田　美穂         ・千葉　　綾         ・林　　瑞穂

第一正式

3

穂高ＳＣ   1:16.594/ 1

廣間　優子         ・山田ひより         ・山本さとみ         ・諸角　敬子

第一正式

4

ＳＳＣ上山田   1:18.284/ 7

和田まゆみ         ・滝澤ゆう子         ・竹中　余吏         ・若林ひろ美

第一正式

5

ＡＦＡＳ伊南   1:32.384/ 2

黒田　江理         ・髙坂あき恵         ・小林あかり         ・倉田　愛良

第一正式

6

ＡＦＡＳスワC   1:33.354/ 6

太田　教子         ・熊﨑　麻美         ・篠原あきほ         ・山田　美華

第一正式

7

ＡＦＡＳス南   1:34.644/ 3

木川　理沙         ・持丸　美香         ・村松　秀子         ・吉澤　利江

第一正式

8

No.3 女子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:10.69

≪ 200～249歳 ≫

ＡＦＡＳスワB   1:10.702/ 6

橋原　浩子         ・小松　　幸         ・両角　久美         ・武井　園子

第一正式

1

ＭＡＸSS   1:11.603/ 7

三浦愛優子         ・畔上恵美子         ・中澤　明美         ・丑澤いずみ

第一正式

2

ＢＭＳ小諸   1:11.613/ 6

工藤　秀子         ・磯田　紀子         ・向井　弥生         ・塩入　博美

第一正式

3

ＳＡＭ石芝   1:21.623/ 5

小林真砂子         ・川村　ゆふ         ・花岡　礼子         ・橋本　采佳

第一正式

4

長野DS中央   1:23.553/ 3

竹田　紀子         ・林　　希美         ・山岸　徳子         ・平井いね子

第一正式

5

ＳＡＭ塩尻   1:26.103/ 4

鈴木　公美         ・岩脇　理佳         ・内田　美和         ・上條　明子

第一正式

6

ＩＳＣ高森   1:28.593/ 2

佐藤　真里         ・加藤　千鶴         ・宮脇　茂美         ・原　より子

第一正式

7

出力日時： 6月3日 15:46
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.3 女子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:10.69

≪ 200～249歳 ≫

ＩＳＣ高森   1:31.933/ 1

福沢　　恵         ・木下千富美         ・吉川　順子         ・湯澤　博子

第一正式

8

No.3 女子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:19.14

≪ 250～299歳 ≫

ナガデン長野   1:21.012/ 5

関谷ひかり         ・青木　徳子         ・丹戸　妙子         ・滝澤　敬子

第一正式

1

ＳＳＣ篠ノ井   1:32.862/ 3

杉山けさ代         ・瀧澤　式子         ・中島　亜紀         ・中島　経子

第一正式

2

ＳＡＭ松本   1:37.781/ 4

樺山千枝美         ・堀内　律の         ・中田　由子         ・逸見冨美江

第一正式

3

ＳＡＭ三輪   1:38.192/ 4

中村　靖子         ・渡部千枝子         ・小林　純子         ・下條　恵子

第一正式

4

ＡＦＡＳスワA   1:38.811/ 5

川村　恵子         ・林　　厚子         ・加藤せつ子         ・竹田　直子

第一正式

5

ＡＦＡＳ伊南   1:43.082/ 2

有賀　紅子         ・福澤みつ子         ・松澤　哉子         ・北澤恵美子

第一正式

6

びっくらんど   1:51.851/ 6

宮下　幾尾         ・神脇　和子         ・北沢　道子         ・西条　政美

第一正式

7

穂高ＳＣ   1:52.133/ 8

三浦恵美子         ・平林　正子         ・吉澤　孝子         ・太田千代美

第一正式

8

ＡＦＡＳ伊那   2:10.671/ 3 ＊手動

白鳥　和子         ・平澤　恵子         ・牛山　洋子         ・森田ふみ子

第一正式

9

出力日時： 6月3日 15:46
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.4 男子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    51.33

≪ 150～199歳 ≫

ＡＦＡＳス南     52.473/ 8

宮坂　貴之         ・宮下　真哉         ・向山　剛史         ・渡辺　昌彦

第一正式

1

ＩＳＣ高森     53.453/ 6

佐藤　瑛司         ・宮島　大助         ・金山　天一         ・小木曽一雅

第一正式

2

ＡＦＡＳスワA     53.883/ 5

熊崎　昌幸         ・宮坂　大輔         ・桜田　和昭         ・嶋本　大介

第一正式

3

ＭＡＸSS     55.983/ 7

小林　明夫         ・石井謹太朗         ・高野　　豊         ・三浦　　弘

第一正式

4

ＳＡＭ長野     57.693/ 2

宮下　栄之         ・中村　一貴         ・丸山　　仁         ・西澤　正樹

第一正式

5

ＳＡＭ松本B     57.783/ 3

山田　春樹         ・池内　弘之         ・下平　貴志         ・降籏　一道

第一正式

6

長野DS中央     58.853/ 4

峯山　勇人         ・須田　智章         ・清水　照汰         ・市川　洋輔

第一正式

7

ＳＳＣ上山田   1:00.712/ 6

北澤　　寛         ・小林　一晴         ・酒井　太郎         ・深津　邦夫

第一正式

8

ＳＡＭ松本C   1:04.162/ 7

沓掛　貴矢         ・中野　洋介         ・守屋　昭宏         ・小林　将也

第一正式

9

ＳＡＭ塩尻   1:06.783/ 1

川上　寿昭         ・竹内　洋崇         ・須磨岡和哉         ・三村　健祐

第一正式

10

穂高ＳＣ   1:08.422/ 2

川浦　健作         ・木下　翔平         ・横澤　友昭         ・中嶋　　勉

第一正式

11

ＡＦＡＳ伊南   1:09.272/ 4

小田切義貴         ・木下　浩司         ・小出　　裕         ・サンバセヴェリン

第一正式

12

ＳＡＭ石芝   1:12.152/ 5

藤原　隆彦         ・八木　秀明         ・小林　弘二         ・畑　　遼一

第一正式

13

ＳＡＭ松本A   1:16.262/ 3

丸山　政英         ・菊池　義行         ・河内　健治         ・澤山　悟之

第一正式

14

ＩＳＣ飯田   1:18.581/ 7

北原　國光         ・金田　隆之         ・原　　眞一         ・木下　　凌

第一正式

15

ＡＦＡＳスワB   1:24.191/ 6

神村　雄一         ・宇治　和則         ・高野　裕志         ・今井　孝志

第一正式

16

出力日時： 6月3日 15:46
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.4 男子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    58.71

≪ 200～249歳 ≫

ＡＦＡＳス南   1:06.961/ 5

永井　克仁         ・北村　義隆         ・上條　健一         ・小山　和也

第一正式

1

No.4 男子 4×25m メドレーリレー      タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:07.22

≪ 250～299歳 ≫

ＭＡＸSS   1:09.111/ 4

五明　浩之         ・石井　孝男         ・藤井　正樹         ・寺澤　文雄

第一正式

1

大町ＳＳ   1:13.881/ 3

角皆　優人         ・中野　　茂         ・八木　隆一         ・北澤　　寛

第一正式

2

ＡＦＡＳ伊南   1:23.641/ 2

林　　太志         ・下平　正美         ・杉浦　　眞         ・玉置　隆男

第一正式

3

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:17.82

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

中村　美佐 長野DS中央   1:22.816/ 81 一般
大澤　佳奈 ＳＳＣ上山田   1:25.256/ 72 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.49

順位 50m
≪ S4 25～29歳 ≫

横山亜由美 ＳＡＭ松本   1:30.646/ 51 一般
倉田　愛良 ＡＦＡＳ伊南   1:46.006/ 62 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:19.68

順位 50m
≪ S2 35～39歳 ≫

千葉　　綾 ＡＦＡＳ伊那   1:22.936/ 41 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.07

順位 50m
≪ S4 35～39歳 ≫

渡辺　公恵 長野DS中央   1:39.726/ 31 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:18.28

順位 50m
≪ S2 40～44歳 ≫

林　　実鈴 ＢＭＳ小諸   1:28.696/ 21 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:24.25

順位 50m
≪ S4 40～44歳 ≫

廣間　優子 穂高ＳＣ   1:37.436/ 11 一般
持丸　美香 ＡＦＡＳス南   1:37.495/ 82 一般
笠原ゆかり 長野DS中央   2:40.755/ 63 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:24.42

順位 50m
≪ S3 45～49歳 ≫

竹中　余吏 ＳＳＣ上山田   1:29.155/ 51 一般
中島　亜紀 ＳＳＣ篠ノ井   1:40.055/ 42 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:31.23

順位 50m
≪ S4 45～49歳 ≫

掛川　貴恵 ＢＭＳ小諸   2:04.815/ 31 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:43.80

順位 50m
≪ S5 45～49歳 ≫

篠原あきほ ＡＦＡＳスワ   1:58.615/ 21 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:28.44

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

中澤　明美 ＭＡＸSS   1:32.295/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:46



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:35.67

順位 50m
≪ S4 50～54歳 ≫

宮本千恵子 ＳＡＭ三輪   1:55.674/ 81 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:55.68

順位 50m
≪ S5 50～54歳 ≫

塚本ちさと ＩＳＣ駒ヶ根   2:09.144/ 71 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:37.13

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

佐藤　真里 ＩＳＣ高森   1:37.624/ 61 一般
塚本志づ香 ＡＦＡＳ伊那   1:47.184/ 52 一般
岡田　敦子 ＩＳＣ駒ヶ根   1:53.074/ 43 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:44.53

順位 50m
≪ S4 55～59歳 ≫

青木　徳子 ナガデン長野   1:40.804/ 31 一般
･大会新

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:05.12

順位 50m
≪ S5 55～59歳 ≫

冷田　順子 ＳＡＭ石芝   1:55.714/ 21 一般
･大会新

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:37.96

順位 50m
≪ S2 60～64歳 ≫

若林しづ枝 ＳＳＣ上山田   1:57.164/ 11 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:33.73

順位 50m
≪ S3 60～64歳 ≫

中田　由子 ＳＡＭ松本   1:44.813/ 81 一般
滝澤　敬子 ナガデン長野   1:46.013/ 72 一般
工藤　秀子 ＢＭＳ小諸   1:47.343/ 63 一般
加藤　千鶴 ＩＳＣ高森   1:52.703/ 44 一般
宮脇　茂美 ＩＳＣ高森   2:10.473/ 55 一般
舩瀬　芳子 ＳＡＭ松本   2:21.153/ 36 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:47.77

順位 50m
≪ S4 60～64歳 ≫

武田　順子 ＡＦＡＳ伊那   2:08.623/ 21 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:34.40

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

新井　陽子 ナガデン中野   1:59.772/ 51 一般
牛山　洋子 ＡＦＡＳ伊那   2:13.502/ 32 一般
内田　美和 ＳＡＭ塩尻   2:13.682/ 63 一般
小澤　恵子 ＩＳＣ飯田南   2:21.392/ 44 一般

出力日時： 6月3日 15:46



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:34.40

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

小池　和恵 ＢＭＳ佐久    競１2/ 2一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:50.79

順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

南澤美樹子 ナガデン長野   1:54.661/ 61 一般
堰免裕美子 ＳＡＭ長野   2:15.881/ 52 一般

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:14.54

順位 50m
≪ S5 65～69歳 ≫

竹村　慶子 ＩＳＣ駒ヶ根   1:58.461/ 41 一般
･大会新

No.5 女子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:58.74

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

福澤みつ子 ＡＦＡＳ伊南   2:14.561/ 21 一般
杉山けさ代 ＳＳＣ篠ノ井   2:21.061/ 32 一般

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.77

順位 50m
≪ S2 18～24歳 ≫

清水　照汰 長野DS中央     59.405/ 81 一般
･大会新

久保田哲也 ＡＦＡＳス南   1:06.115/ 72 一般
山岸　達哉 ＩＳＣ飯田   1:06.305/ 53 一般
原　　佳汰 ＩＳＣ飯田   1:07.395/ 64 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.43

順位 50m
≪ S1 25～29歳 ≫

中村　俊介 ナガデン若里   1:11.735/ 41 一般
杉田　敦広 ＳＡＭ三輪   1:13.265/ 32 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.86

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

滝澤　一仁 ナガデン須坂   1:12.435/ 21 一般
沓掛　貴矢 ＳＡＭ松本   1:16.205/ 12 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:01.58

順位 50m
≪ S1 30～34歳 ≫

石井謹太朗 ＭＡＸSS   1:05.154/ 81 一般
市川　諒太 長野DS中央   1:05.544/ 72 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.55

順位 50m
≪ S3 30～34歳 ≫

塩川　祐介 ＢＭＳ小諸   1:18.884/ 61 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.71

順位 50m
≪ S1 35～39歳 ≫

赤沼　弘裕 長野DS中央   1:08.154/ 51 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:06.85

順位 50m
≪ S2 35～39歳 ≫

飯島　広之 ＡＦＡＳ伊南   1:13.914/ 41 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.05

順位 50m
≪ S4 35～39歳 ≫

山田　雄一 ナガデン中野    競１4/ 3一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.95

順位 50m
≪ S1 40～44歳 ≫

宮坂　大輔 ＡＦＡＳスワ   1:03.054/ 21 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:08.05

順位 50m
≪ S2 40～44歳 ≫

熊崎　昌幸 ＡＦＡＳスワ   1:09.294/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:46



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:08.05

順位 50m
≪ S2 40～44歳 ≫

嶋本　大介 ＡＦＡＳスワ   1:09.703/ 72 一般
米窪　雅居 ＳＡＭ塩尻   1:14.233/ 83 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:15.79

順位 50m
≪ S4 40～44歳 ≫

中野　洋介 ＳＡＭ松本   1:35.323/ 61 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:18.66

順位 50m
≪ S5 40～44歳 ≫

浅賀　拓野 ＢＭＳ小諸   1:18.283/ 51 一般
･大会新

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.44

順位 50m
≪ S2 45～49歳 ≫

高野　裕志 ＡＦＡＳスワ   1:19.603/ 41 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.96

順位 50m
≪ S3 45～49歳 ≫

原　　克髙 ＡＦＡＳ伊那   1:24.163/ 21 一般
福澤　　勲 ＩＳＣ高森   1:29.123/ 32 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:16.45

順位 50m
≪ S4 45～49歳 ≫

吉澤　　裕 ナガデン長野   1:28.483/ 11 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:15.93

順位 50m
≪ S2 50～54歳 ≫

倉田　勝巳 ＡＦＡＳ伊北   1:27.142/ 71 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.74

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

川上　寿昭 ＳＡＭ塩尻   1:44.032/ 61 一般
池上　　泰 ＩＳＣ駒ヶ根   1:47.792/ 52 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:23.50

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

荒木　恵一 ナガデン長野   1:24.172/ 41 一般
宮澤　友浩 ＩＳＣ駒ヶ根   1:35.722/ 32 一般
竹原　清人 ＳＡＭ石芝   1:45.212/ 23 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.39

順位 50m
≪ S4 55～59歳 ≫

菊池　義行 ＳＡＭ松本   1:42.402/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:46



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:31.88

順位 50m
≪ S5 55～59歳 ≫

山寺　正彦 ＩＳＣ駒ヶ根   1:40.231/ 71 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:30.54

順位 50m
≪ S3 60～64歳 ≫

斉間　紀一 ＳＳＣ上山田   1:38.561/ 61 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:33.91

順位 50m
≪ S4 60～64歳 ≫

藤澤　善博 ＳＡＭ三輪   1:33.871/ 51 一般
･大会新

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:32.88

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

中澤　　篤 ナガデン若里   1:55.001/ 41 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:37.33

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

宮島　文一 ＩＳＣ高森   2:09.951/ 31 一般

No.6 男子 100m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:01.09

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

宮内　正勝 ＩＳＣ飯田   1:55.901/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:16.13

順位 50m
≪ S4 18～24歳 ≫

小祝　千果 ＳＡＭ石芝   1:15.375/ 81 一般
･大会新

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:05.70

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

山田ひより 穂高ＳＣ   1:02.495/ 71 一般
･大会新

宮澤　春菜 ＡＦＡＳ伊那   1:18.995/ 62 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:17.07

順位 50m
≪ S4 25～29歳 ≫

星野　瑛代 ＢＭＳ佐久   1:14.725/ 51 一般
･大会新

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:13.80

順位 50m
≪ S3 30～34歳 ≫

丸山真美香 ＡＦＡＳスワ   1:47.865/ 41 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:12.56

順位 50m
≪ S3 40～44歳 ≫

竹内　美紀 ＡＦＡＳ伊北   1:16.405/ 21 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:28.49

順位 50m
≪ S4 50～54歳 ≫

村山あゆみ ＳＡＭ松本   1:24.095/ 11 一般
･大会新

長野由美子 ナガデン長野   1:28.004/ 82 一般
･大会新

月岡さなえ ＳＡＭ三輪   1:47.814/ 63 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.45

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

小松　直美 ＡＦＡＳ伊那   1:31.304/ 51 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.94

順位 50m
≪ S4 55～59歳 ≫

平井いね子 長野DS中央   1:46.744/ 41 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.61

順位 50m
≪ S3 60～64歳 ≫

湯澤　博子 ＩＳＣ高森   1:43.124/ 31 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:33.84

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

花岡　礼子 ＳＡＭ石芝   1:23.294/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:33.84

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

村松　秀子 ＡＦＡＳス南   1:50.373/ 82 一般
太田千代美 穂高ＳＣ   1:52.564/ 13 一般
小澤　恵子 ＩＳＣ飯田南   2:02.713/ 74 一般
森田ふみ子 ＡＦＡＳ伊那   2:22.323/ 55 一般
城　　啓子 びっくらんど   2:34.643/ 6 *手動6 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:33.81

順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

平林みえ子 ＢＭＳ佐久   1:31.833/ 41 一般
･大会新

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:43.03

順位 50m
≪ S2 70～74歳 ≫

太田　教子 ＡＦＡＳスワ   2:02.243/ 31 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:35.26

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

清水　智子 穂高ＳＣ   1:59.963/ 21 一般
北村志保子 ＩＳＣ駒ヶ根   2:14.602/ 62 一般
只左千世子 ＡＦＡＳ伊南   2:29.302/ 53 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:56.10

順位 50m
≪ S4 70～74歳 ≫

駒場　洋子 穂高ＳＣ   2:01.652/ 41 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:56.99

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

唐木　誠子 ＡＦＡＳ伊那   1:55.001/ 61 一般
･大会新

松澤　哉子 ＡＦＡＳ伊南   2:00.142/ 32 一般
桃澤婦紗子 ＡＦＡＳスワ   2:11.592/ 23 一般
小林美恵子 ＡＦＡＳ伊南   2:40.791/ 5 *手動4 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:46.85

順位 50m
≪ S4 75～79歳 ≫

清水　敦子 ＳＡＭ松本   2:10.261/ 41 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:44.10

順位 50m
≪ S4 80～84歳 ≫

土岐つる代 穂高ＳＣ   1:50.601/ 31 一般

No.7 女子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:57.47

順位 50m
≪ S5 80～84歳 ≫

月岡　信子 ナガデン長野   2:31.851/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    53.50

順位 50m
≪ S1 18～24歳 ≫

近藤　治樹 ＳＳＣ篠ノ井     55.115/ 81 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    54.23

順位 50m
≪ S2 18～24歳 ≫

岩堀　裕之 ＢＭＳ小諸     55.815/ 71 大3
吉川　　剛 ＩＳＣ飯田南     58.305/ 62 大1

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.26

順位 50m
≪ S4 18～24歳 ≫

小田切義貴 ＡＦＡＳ伊南   1:10.755/ 51 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    54.40

順位 50m
≪ S1 25～29歳 ≫

松澤　直哉 長野DS中央     51.385/ 41 一般
･大会新

佐藤　瑛司 ＩＳＣ高森     51.925/ 32 一般
･大会新

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    54.56

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

福澤　涼甫 ＩＳＣ駒ヶ根     55.625/ 21 一般
倉島　佑規 大町ＳＳ   1:01.435/ 12 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.76

順位 50m
≪ S4 25～29歳 ≫

三村　健祐 ＳＡＭ塩尻   1:05.794/ 81 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    53.43

順位 50m
≪ S1 30～34歳 ≫

小山　和晃 ＳＳＣ篠ノ井     55.974/ 71 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    54.87

順位 50m
≪ S2 30～34歳 ≫

加藤　昭太 ＳＡＭ三輪   1:03.424/ 61 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:03.53

順位 50m
≪ S3 30～34歳 ≫

北原　　祥 ＩＳＣ飯田   1:02.964/ 51 一般
･大会新

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:06.12

順位 50m
≪ S4 30～34歳 ≫

青柳　未来 長野DS中央   1:00.474/ 41 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    55.34

順位 50m
≪ S1 40～44歳 ≫

向井　孝司 ＢＭＳ小諸     59.264/ 31 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    58.37

順位 50m
≪ S2 40～44歳 ≫

山田　春樹 ＳＡＭ松本   1:01.194/ 21 一般
折山　克浩 ＩＳＣ飯田   1:02.424/ 12 一般
杉山　惠樹 長野DS中央   1:04.663/ 83 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:01.95

順位 50m
≪ S3 40～44歳 ≫

横澤　友昭 穂高ＳＣ   1:13.143/ 71 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:07.29

順位 50m
≪ S4 40～44歳 ≫

竹内　洋崇 ＳＡＭ塩尻   1:03.803/ 61 一般
･大会新

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:00.32

順位 50m
≪ S2 45～49歳 ≫

漆原　輝岳 ＳＡＭ塩尻     58.853/ 51 一般
･大会新

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:04.40

順位 50m
≪ S3 45～49歳 ≫

鈴木　賢一 ＩＳＣ高森   1:34.123/ 41 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:04.13

順位 50m
≪ S2 50～54歳 ≫

毛受　　誠 ＳＳＣ篠ノ井   1:07.993/ 31 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:05.22

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

中澤　繁幸 ＭＡＸSS   1:14.773/ 11 一般
北島　孝純 ＩＳＣ駒ヶ根   1:17.333/ 22 一般
サンバセヴェリン ＡＦＡＳ伊南   1:35.552/ 63 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S1 55～59歳 ≫

井戸川　隆 ＢＭＳ小諸   1:05.892/ 51 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:14.76

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

井出　和彦 ＢＭＳ佐久   1:24.952/ 41 一般

出力日時： 6月3日 15:46



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:16.75

順位 50m
≪ S4 60～64歳 ≫

下田　哲矢 ＩＳＣ飯田   1:35.492/ 31 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.00

順位 50m
≪ S5 60～64歳 ≫

畑中　堅一 ＩＳＣ駒ヶ根   1:29.122/ 21 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:21.21

順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

玉置　隆男 ＡＦＡＳ伊南   2:00.391/ 61 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:46.14

順位 50m
≪ S2 70～74歳 ≫

川浦　健作 穂高ＳＣ   1:27.571/ 51 一般
･大会新

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:22.44

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

長尾　英一 ＳＡＭ長野   1:35.591/ 41 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:34.97

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

小松　和雄 ＳＡＭ石芝   1:38.661/ 31 一般

No.8 男子 100m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:39.48

順位 50m
≪ S3 80～84歳 ≫

柳　　良治 ＳＡＭ長野   1:44.301/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:36.29

順位 50m
≪ S1 55～59歳 ≫

鈴木　公美 ＳＡＭ塩尻   1:28.062/ 71 一般
･大会新

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:40.33

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

西川　恭子 ＳＡＭ松本   1:38.702/ 61 一般
･大会新

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:54.78

順位 50m
≪ S4 60～64歳 ≫

樺山千枝美 ＳＡＭ松本   1:49.422/ 51 一般
･大会新

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:42.64

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

伊東貴美子 ＡＦＡＳ伊那   2:02.542/ 21 一般
吉澤　孝子 穂高ＳＣ   2:13.212/ 42 一般

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:47.30

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

小林真砂子 ＳＡＭ石芝   2:03.511/ 7 *手動1 一般
春日なよ子 ＩＳＣ駒ヶ根   2:44.741/ 6 *手動2 一般
白鳥　和子 ＡＦＡＳ伊那   2:48.081/ 53 一般

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:18.10

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

竹田　紀子 長野DS中央   1:49.841/ 41 一般
･大会新

徳永　千年 ＳＡＭ長野   2:33.221/ 32 一般

No.9 女子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:50.36

順位 50m
≪ S4 80～84歳 ≫

百瀬　政子 長野DS中央   2:19.471/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    56.42

順位 50m
≪ S1 18～24歳 ≫

石坂　岳斗 長野DS中央     57.292/ 71 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:16.82

順位 50m
≪ S4 18～24歳 ≫

小田切義貴 ＡＦＡＳ伊南   1:26.652/ 61 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:02.89

順位 50m
≪ S2 30～34歳 ≫

下島　　崇 ＩＳＣ駒ヶ根   1:03.332/ 51 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:08.60

順位 50m
≪ S1 45～49歳 ≫

小林　明夫 ＭＡＸSS   1:09.272/ 41 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:12.09

順位 50m
≪ S2 45～49歳 ≫

宮下　栄之 ＳＡＭ長野   1:13.192/ 31 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:14.53

順位 50m
≪ S3 45～49歳 ≫

峯山　勇人 長野DS中央   1:15.792/ 21 一般
和田　　高 ＩＳＣ高森   2:06.881/ 6 *手動2 一般

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:14.23

順位 50m
≪ S1 50～54歳 ≫

児玉　基昭 ナガデン須坂   1:13.871/ 51 一般
･大会新

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:18.29

順位 50m
≪ S2 55～59歳 ≫

丸山　　仁 ＳＡＭ長野   1:18.261/ 41 一般
･大会新

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:30.05

順位 50m
≪ S2 60～64歳 ≫

北澤　　寛 ＳＳＣ上山田   1:25.711/ 31 一般
･大会新

No.10 男子 100m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:45.34

順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

片桐　利和 ＩＳＣ駒ヶ根   2:08.691/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:46



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:30.35

順位 50m
≪ S5 18～24歳 ≫

倉﨑　千恵 ＳＡＭ長野   1:57.823/ 81 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:39.33

順位 50m
≪ S2 35～39歳 ≫

小野　奈美 ＳＡＭ塩尻   1:44.053/ 71 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:47.79

順位 50m
≪ S5 40～44歳 ≫

髙坂あき恵 ＡＦＡＳ伊南   1:51.423/ 61 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:00.50

順位 50m
≪ S5 45～49歳 ≫

月岡　弥生 ナガデン長野   1:55.983/ 51 一般
･大会新

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:36.09

順位 50m
≪ S2 50～54歳 ≫

古田美千代 長野DS中央   1:36.183/ 41 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:38.73

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

小泉　　円 ＳＳＣ篠ノ井   1:34.983/ 31 一般
･大会新

磯田　紀子 ＢＭＳ小諸   1:43.293/ 22 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:43.11

順位 50m
≪ S3 55～59歳 ≫

滝澤　陽子 ナガデン須坂   1:49.653/ 11 一般
岩脇　理佳 ＳＡＭ塩尻   1:54.902/ 72 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:46.08

順位 50m
≪ S3 60～64歳 ≫

木下千富美 ＩＳＣ高森   1:53.882/ 61 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:47.20

順位 50m
≪ S4 60～64歳 ≫

武田　順子 ＡＦＡＳ伊那   2:20.182/ 41 一般
吉川　順子 ＩＳＣ高森   2:24.712/ 52 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:54.68

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

新井　陽子 ナガデン中野   2:04.532/ 11 一般
瀧澤　式子 ＳＳＣ篠ノ井   2:12.222/ 32 一般
松田　寿子 ＩＳＣ駒ヶ根   2:17.332/ 23 一般
牛山　洋子 ＡＦＡＳ伊那   2:21.971/ 74 一般

出力日時： 6月3日 15:47



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:01.70

順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

川村　恵子 ＡＦＡＳスワ   2:21.521/ 6 *手動1 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:49.78

順位 50m
≪ S3 70～74歳 ≫

福澤みつ子 ＡＦＡＳ伊南   2:15.771/ 51 一般

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:50.17

順位 50m
≪ S4 70～74歳 ≫

石井あけみ ＡＦＡＳ伊那   2:38.721/ 41 一般
･大会新

No.11 女子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:56.21

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

平澤　恵子 ＡＦＡＳ伊那   2:40.101/ 21 一般
北澤恵美子 ＡＦＡＳ伊南   2:40.201/ 32 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:06.51

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

中村　一貴 ＳＡＭ長野   1:13.153/ 71 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:20.53

順位 50m
≪ S3 25～29歳 ≫

木下　翔平 穂高ＳＣ   1:24.033/ 61 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:14.17

順位 50m
≪ S2 35～39歳 ≫

小幡　　快 ＢＭＳ小諸   1:13.273/ 51 一般
･大会新

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:17.51

順位 50m
≪ S3 40～44歳 ≫

石塚　正英 ＩＳＣ高森   1:27.313/ 41 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:28.60

順位 50m
≪ S4 40～44歳 ≫

中野　洋介 ＳＡＭ松本   1:37.033/ 31 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:19.90

順位 50m
≪ S2 45～49歳 ≫

小木曽一雅 ＩＳＣ高森   1:15.523/ 21 一般
･大会新

塚本　好孝 ＡＦＡＳ伊那   1:25.503/ 12 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:26.12

順位 50m
≪ S4 45～49歳 ≫

小山　和也 ＡＦＡＳス南   1:38.912/ 81 一般
須山　　敦 ナガデン長野   1:44.092/ 72 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:27.37

順位 50m
≪ S5 45～49歳 ≫

遠藤　恵一 ＢＭＳ小諸   1:31.302/ 61 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.59

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

市川　智宏 ＢＭＳ小諸   1:32.852/ 51 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.16

順位 50m
≪ S4 50～54歳 ≫

川島　正裕 ＩＳＣ高森   1:43.202/ 41 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.50

順位 50m
≪ S2 55～59歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:47



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:25.50

順位 50m
≪ S2 55～59歳 ≫

八木　秀明 ＳＡＭ石芝   1:28.372/ 31 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:37.33

順位 50m
≪ S4 55～59歳 ≫

木下　浩司 ＡＦＡＳ伊南   1:25.602/ 21 一般
･大会新

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:01.23

順位 50m
≪ S5 60～64歳 ≫

畑中　堅一 ＩＳＣ駒ヶ根   1:47.741/ 61 一般
･大会新

下平　正美 ＡＦＡＳ伊南   1:49.151/ 72 一般
･大会新

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:40.44

順位 50m
≪ S3 65～69歳 ≫

北村　義隆 ＡＦＡＳス南   1:44.501/ 51 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:19.24

順位 50m
≪ S5 65～69歳 ≫

髙野　公介 ナガデン長野   2:15.011/ 41 一般
･大会新

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:57.79

順位 50m
≪ S4 70～74歳 ≫

石田　卓立 ＩＳＣ駒ヶ根   2:07.361/ 31 一般

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:05.53

順位 50m
≪ S3 75～79歳 ≫

田中　　正 ＭＡＸSS   2:02.661/ 21 一般
･大会新

No.12 男子 100m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S4 75～79歳 ≫

三井　嘉啓 ＳＡＭ石芝   1:57.951/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.13 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:40.73

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

大澤久美子 ＢＭＳ佐久   2:48.081/ 61 一般

No.13 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:01.94

順位 50m
≪ S4 55～59歳 ≫

武田　美穂 ＡＦＡＳ伊那   1:57.271/ 51 一般
･大会新

No.13 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:35.50

順位 50m
≪ S3 60～64歳 ≫

滝澤　敬子 ナガデン長野   2:05.731/ 41 一般

No.13 女子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S4 70～74歳 ≫

斉藤美寿子 穂高ＳＣ   2:59.341/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    59.80

順位 50m
≪ S1 25～29歳 ≫

佐藤　瑛司 ＩＳＣ高森     58.482/ 61 一般
･大会新

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:00.31

順位 50m
≪ S2 25～29歳 ≫

倉島　佑規 大町ＳＳ   1:16.752/ 51 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:03.95

順位 50m
≪ S2 35～39歳 ≫

下平　貴志 ＳＡＭ松本   1:10.722/ 41 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:01.93

順位 50m
≪ S1 40～44歳 ≫

向山　剛史 ＡＦＡＳス南   1:04.322/ 31 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:14.50

順位 50m
≪ S3 45～49歳 ≫

守屋　昭宏 ＳＡＭ松本   1:35.972/ 21 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:31.66

順位 50m
≪ S3 50～54歳 ≫

河内　健治 ＳＡＭ松本   1:41.141/ 61 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S5 55～59歳 ≫

山寺　正彦 ＩＳＣ駒ヶ根   1:50.301/ 51 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S4 65～69歳 ≫

相澤　源保 ＳＳＣ上山田   2:19.851/ 41 一般

No.14 男子 100m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位 50m
≪ S2 70～74歳 ≫

寺澤　文雄 ＭＡＸSS   1:40.241/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:52.60

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

降籏　　愛 ＳＡＭ松本   2:50.342/ 71 一般
･大会新

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:09.34

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

中村　和美 ＳＡＭ三輪   3:35.812/ 61 一般
･大会新

高橋　弘子 ＳＡＭ三輪   3:35.992/ 52 一般
･大会新

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:17.29

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

有賀喜美子 ＳＡＭ長野   3:34.892/ 41 一般

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:21.61

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

師田　直子 ＳＡＭ松本   3:52.322/ 31 一般

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:24.28

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

吉江　幸江 ＳＡＭ塩尻   4:23.582/ 21 一般
加藤せつ子 ＡＦＡＳスワ   4:48.741/ 62 一般
内田　美和 ＳＡＭ塩尻   4:49.671/ 53 一般

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:24.39

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

南澤美樹子 ナガデン長野   4:21.241/ 41 一般
･大会新

三浦恵美子 穂高ＳＣ   5:37.341/ 32 一般

No.15 女子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:02.18

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

松澤　哉子 ＡＦＡＳ伊南   4:45.571/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:04.14

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

近藤　治樹 ＳＳＣ篠ノ井   2:17.352/ 81 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:25.37

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

清水　照汰 長野DS中央   2:08.712/ 71 一般
･大会新

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:13.81

順位
≪ S1 25～29歳 ≫

中村　俊介 ナガデン若里   2:50.482/ 51 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:41.25

順位
≪ S4 35～39歳 ≫

山田　雄一 ナガデン中野   4:14.412/ 41 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:19.43

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

小山　　裕 ナガデン若里   2:20.422/ 31 一般
宮坂　大輔 ＡＦＡＳスワ   2:25.022/ 22 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:44.61

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

横澤　友昭 穂高ＳＣ   3:19.702/ 11 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:14.37

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

丸山　政英 ＳＡＭ松本   3:20.391/ 81 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:43.60

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

漆原　輝岳 ＳＡＭ塩尻   2:23.721/ 71 一般
･大会新

林　　太志 ＡＦＡＳ伊南   2:59.231/ 62 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:40.18

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

原　　克髙 ＡＦＡＳ伊那   3:11.971/ 51 一般

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:00.14

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

藤原　隆彦 ＳＡＭ石芝   3:48.861/ 31 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:47



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.16 男子 200m 個人メドレー        タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:34.59

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

山口　高志 ＡＦＡＳ伊那   3:52.021/ 21 一般
伊藤　重通 ナガデン若里   4:06.321/ 12 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:37.34

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

小祝　千果 ＳＡＭ石芝   2:45.903/ 81 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:23.84

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

向井　弥生 ＢＭＳ小諸   2:27.263/ 61 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:05.70

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

笠原ゆかり 長野DS中央   4:07.813/ 41 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:13.06

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

三浦愛優子 ＭＡＸSS   2:32.793/ 31 一般
･大会新

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:08.24

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

藤澤美奈代 ＡＦＡＳ伊那   2:47.943/ 21 一般
･大会新

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S1 50～54歳 ≫

両角　久美 ＡＦＡＳスワ   2:41.033/ 11 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:01.98

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

林　　瑞穂 ＡＦＡＳ伊那   3:21.662/ 81 一般
川村　ゆふ ＳＡＭ石芝   3:32.422/ 72 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:08.13

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

長野由美子 ナガデン長野   3:14.392/ 61 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:02.37

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

西川　恭子 ＳＡＭ松本   3:07.902/ 41 一般
佐藤　真里 ＩＳＣ高森   3:11.452/ 52 一般
小野　　睦 ＩＳＣ駒ヶ根   4:00.472/ 33 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:05.08

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

舩瀬　芳子 ＳＡＭ松本   3:53.922/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:47



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:23.06

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

花岡　礼子 ＳＡＭ石芝   3:09.122/ 11 一般
･大会新

関谷ひかり ナガデン長野   3:33.021/ 82 一般
太田千代美 穂高ＳＣ   4:02.641/ 63 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:30.44

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

保科喜美子 ＡＦＡＳ伊南   5:04.451/ 51 一般

No.17 女子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:30.65

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

菅沢　光子 ナガデン長野   3:24.931/ 41 一般
･大会新

清水　智子 穂高ＳＣ   4:14.501/ 22 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:27.04

順位
≪ S3 25～29歳 ≫

中村　直裕 ＩＳＣ駒ヶ根   2:30.491/ 71 一般

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:07.22

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

市川　洋輔 長野DS中央   2:07.441/ 61 一般

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:01.17

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

宮坂　貴之 ＡＦＡＳス南   2:01.811/ 51 一般

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:25.41

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

荒井　英昭 ＡＦＡＳ伊北   2:42.121/ 41 一般

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:15.60

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

長尾　英一 ＳＡＭ長野   3:47.481/ 21 一般
梅原　好和 ＡＦＡＳ伊那   4:56.091/ 32 一般

No.18 男子 200m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:32.91

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

柳　　良治 ＳＡＭ長野   4:12.291/ 11 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:45.46

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

中田　由子 ＳＡＭ松本   3:50.942/ 61 一般

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:48.12

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

有賀　紅子 ＡＦＡＳ伊南   4:33.522/ 51 一般

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S5 65～69歳 ≫

竹村　慶子 ＩＳＣ駒ヶ根   4:16.332/ 31 一般

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:15.69

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

小林真砂子 ＳＡＭ石芝   4:31.152/ 21 一般
松木　通子 ＩＳＣ駒ヶ根   4:31.331/ 62 一般

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:57.81

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

唐木　誠子 ＡＦＡＳ伊那   4:39.831/ 51 一般
北澤恵美子 ＡＦＡＳ伊南   5:10.461/ 4 *手動2 一般

No.19 女子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  5:24.06

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

上條　篁子 ＳＡＭ塩尻   5:59.041/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:03.59

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

石坂　岳斗 長野DS中央   2:03.991/ 81 一般

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:31.21

順位
≪ S1 45～49歳 ≫

小林　明夫 ＭＡＸSS   2:29.951/ 71 一般
･大会新

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:41.44

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

峯山　勇人 長野DS中央   2:46.861/ 61 一般
和田　　高 ＩＳＣ高森   4:29.781/ 52 一般

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:41.90

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

大塚　敏記 大町ＳＳ   3:13.221/ 41 一般
･大会新

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:20.46

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

中澤　繁幸 ＭＡＸSS   3:26.491/ 31 一般

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:27.81

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

北澤　　寛 ＳＳＣ上山田   3:04.861/ 21 一般
･大会新

No.20 男子 200m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S2 70～74歳 ≫

川浦　健作 穂高ＳＣ   3:30.931/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.21 女子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:36.74

順位
≪ S4 35～39歳 ≫

小池　好美 ＢＭＳ佐久   3:22.251/ 71 一般
･大会新

No.21 女子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S5 45～49歳 ≫

月岡　弥生 ナガデン長野   4:12.131/ 61 一般

No.21 女子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:39.15

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

磯田　紀子 ＢＭＳ小諸   3:42.201/ 51 一般

No.21 女子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:18.83

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

塚本ちさと ＩＳＣ駒ヶ根   4:18.951/ 41 一般

No.21 女子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:12.98

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

滝澤三千代 ＳＡＭ松本   4:32.131/ 21 一般
松田　寿子 ＩＳＣ駒ヶ根   4:45.501/ 32 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:27.35

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

清水　照汰 長野DS中央   2:20.732/ 71 一般
･大会新

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:48.64

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

小幡　　快 ＢＭＳ小諸   2:36.992/ 61 一般
･大会新

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:57.96

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

大橋　正彦 穂高ＳＣ   2:53.682/ 51 一般
･大会新

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:52.58

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

和田　　高 ＩＳＣ高森   4:29.612/ 41 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:09.83

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

池上　　泰 ＩＳＣ駒ヶ根   3:49.672/ 31 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:13.24

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

八木　秀明 ＳＡＭ石芝   3:20.072/ 21 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:17.41

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

比良　信一 ＳＡＭ石芝   4:11.761/ 71 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:32.92

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

山口　高志 ＡＦＡＳ伊那   3:44.851/ 61 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:27.39

順位
≪ S5 60～64歳 ≫

下平　正美 ＡＦＡＳ伊南   4:01.801/ 51 一般
･大会新

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:04.68

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

中野　　茂 大町ＳＳ   3:46.201/ 41 一般
･大会新

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S4 70～74歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:47



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S4 70～74歳 ≫

石田　卓立 ＩＳＣ駒ヶ根   4:41.841/ 31 一般

No.22 男子 200m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S4 75～79歳 ≫

三井　嘉啓 ＳＡＭ石芝   4:22.401/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:47



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.23 女子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  3:57.90

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

降籏　　愛 ＳＡＭ松本   2:57.091/ 51 一般
･大会新

No.23 女子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:40.45

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

竹澤　智子 ＩＳＣ駒ヶ根   4:00.381/ 41 一般
･大会新

No.23 女子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  4:32.04

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

武田　美穂 ＡＦＡＳ伊那   4:12.531/ 31 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 1第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.24 男子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:37.62

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

下平　貴志 ＳＡＭ松本   2:43.811/ 61 一般

No.24 男子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S4 40～44歳 ≫

丸山　政英 ＳＡＭ松本   3:40.781/ 51 一般

No.24 男子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  2:48.71

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

中嶋　　勉 穂高ＳＣ   3:27.741/ 41 一般

No.24 男子 200m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S3 50～54歳 ≫

澤山　悟之 ＳＡＭ松本   4:25.231/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.77

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

藤牧向日葵 ＳＳＣ篠ノ井     13.509/ 81 大1
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.69

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

上水　美紀 ナガデン若里     14.499/ 61 一般
･大会新

橋本　采佳 ＳＡＭ石芝     16.729/ 72 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.24

順位
≪ S5 25～29歳 ≫

荻原　麻緒 ＳＳＣ上山田     25.059/ 51 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.42

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

熊﨑　麻美 ＡＦＡＳスワ     15.439/ 41 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.94

順位
≪ S4 30～34歳 ≫

山田　美華 ＡＦＡＳスワ     20.139/ 31 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.55

順位
≪ S5 30～34歳 ≫

平林　　結 ＳＳＣ上山田     20.489/ 21 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.34

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

原　江利子 大町ＳＳ     14.249/ 11 一般
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.14

順位
≪ S3 35～39歳 ≫

滝澤ゆう子 ＳＳＣ上山田     17.378/ 81 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.36

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

和田まゆみ ＳＳＣ上山田     14.448/ 71 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.01

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

竹内　美紀 ＡＦＡＳ伊北     15.678/ 61 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.95

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.95

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

川久保安基枝 ＳＡＭ石芝     17.608/ 51 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.81

順位
≪ S1 45～49歳 ≫

橋原　浩子 ＡＦＡＳスワ     15.488/ 41 一般
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.26

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

黒田　江理 ＡＦＡＳ伊南     17.248/ 31 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.54

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

今井　澄江 ＢＭＳ佐久     15.228/ 21 一般
･大会新

高橋　弘子 ＳＡＭ三輪     16.128/ 12 一般
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.72

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

武井　園子 ＡＦＡＳスワ     15.877/ 81 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.20

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

武江　早苗 ＳＡＭ三輪     16.377/ 61 一般
小須田久美 ＢＭＳ佐久     16.667/ 72 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.20

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

塩入　博美 ＢＭＳ小諸     15.637/ 51 一般
池島　華奈 長野DS中央     16.227/ 42 一般
寺本　勝子 大町ＳＳ     17.427/ 33 一般
大澤久美子 ＢＭＳ佐久     35.597/ 24 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.64

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

村山あゆみ ＳＡＭ松本     16.427/ 11 一般
･大会新

下條　恵子 ＳＡＭ三輪     18.606/ 82 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.84

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

髙野多恵子 ＳＡＭ長野     19.426/ 61 一般

出力日時： 6月3日 15:48



3 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.88

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

熊谷　美晴 ＩＳＣ飯田南     16.276/ 51 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.50

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

塚本志づ香 ＡＦＡＳ伊那     17.446/ 31 一般
赤尾　好子 ＢＭＳ佐久     18.516/ 12 一般
伏見　三枝 大町ＳＳ     18.916/ 23 一般
滝澤　陽子 ナガデン須坂     19.356/ 44 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.45

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

青木　徳子 ナガデン長野     16.315/ 81 一般
･大会新

塚田　裕子 ＳＡＭ三輪     22.335/ 72 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.52

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

冷田　順子 ＳＡＭ石芝     18.105/ 61 一般
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.00

順位
≪ S1 60～64歳 ≫

伊藤さつき ＡＦＡＳ伊北     17.205/ 51 一般
米澤　光子 ＳＳＣ上山田     19.885/ 42 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.31

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

大日方恵子 ＳＳＣ上山田     17.475/ 11 一般
師田　直子 ＳＡＭ松本     17.755/ 22 一般
原　より子 ＩＳＣ高森     18.175/ 33 一般
上條　明子 ＳＡＭ塩尻     18.804/ 84 一般
北沢　京子 ＳＡＭ長野     19.354/ 75 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.41

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

樺山千枝美 ＳＡＭ松本     18.494/ 51 一般
臼田　　薫 ＢＭＳ佐久     19.954/ 62 一般
武田　順子 ＡＦＡＳ伊那     21.384/ 13 一般
塚越美恵子 ＳＡＭ三輪     22.424/ 44 一般
平林　正子 穂高ＳＣ     22.594/ 25 一般
大和　絹代 ＳＡＭ塩尻     23.414/ 36 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.03

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

滝澤三千代 ＳＡＭ松本     17.123/ 81 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:48



4 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.03

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

花岡　礼子 ＳＡＭ石芝     17.343/ 72 一般
･大会新

小林　純子 ＳＡＭ三輪     18.903/ 63 一般
溝口　幸子 ＩＳＣ駒ヶ根     27.263/ 54 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.38

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

吉谷美恵子 ＡＦＡＳス南     20.253/ 41 一般
鈴木　洋子 ＢＭＳ小諸     20.353/ 32 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.70

順位
≪ S5 65～69歳 ≫

宮嵜　久子 ＳＡＭ長野     23.783/ 21 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.04

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

逸見冨美江 ＳＡＭ松本     20.143/ 11 一般
平林　八恵 ＢＭＳ佐久     24.992/ 72 一般
荻原すみ子 ＢＭＳ小諸     25.422/ 63 一般
原　　紀子 ＡＦＡＳ伊南     38.852/ 54 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.06

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

西条　政美 びっくらんど     24.592/ 41 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.95

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

伴野　好子 ＳＡＭ長野     25.182/ 31 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.89

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

徳永　千年 ＳＡＭ長野     22.612/ 21 一般
古旗八重子 ＳＡＭ塩尻     24.831/ 72 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.07

順位
≪ S4 75～79歳 ≫

宮澤　幸子 ＳＡＭ長野     24.041/ 61 一般
･大会新

立岡美智子 ＳＡＭ三輪     26.431/ 52 一般

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.16

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

上條　篁子 ＳＡＭ塩尻     24.541/ 41 一般

出力日時： 6月3日 15:48



5 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.39

順位
≪ S5 80～84歳 ≫

月岡　信子 ナガデン長野     31.071/ 31 一般
･大会新

No.25 女子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.10

順位
≪ S3 85～89歳 ≫

米澤　康江 ＳＡＭ石芝     27.731/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    10.58

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

中村　　翼 ＡＦＡＳ伊那     10.9910/ 71 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.62

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

成田　　秀 ＢＭＳ佐久     11.4910/ 61 一般
･大会新

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.70

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

齊藤　恭也 ナガデン若里     13.2110/ 51 一般
小林　龍太 ＳＡＭ長野     13.6410/ 42 一般
畑　　遼一 ＳＡＭ石芝     16.1010/ 33 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.80

順位
≪ S5 18～24歳 ≫

原　　正樹 ＩＳＣ高森     16.7210/ 21 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.50

順位
≪ S1 25～29歳 ≫

松澤　直哉 長野DS中央     10.8010/ 11 一般
･大会新

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.76

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

廣澤　公樹 ＩＳＣ飯田南     12.079/ 81 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.36

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

内堀　雅哉 ＩＳＣ駒ヶ根     12.349/ 71 一般
･大会新

木下　　凌 ＩＳＣ飯田     14.569/ 62 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.11

順位
≪ S1 30～34歳 ≫

美齊津拓秀 ＳＳＣ篠ノ井     11.909/ 51 一般
中村　洋介 ＭＡＸSS     11.999/ 42 一般
滝沢　友基 長野DS中央     12.389/ 33 一般
酒井　太郎 ＳＳＣ上山田     12.399/ 24 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.65

順位
≪ S2 30～34歳 ≫

下島　　崇 ＩＳＣ駒ヶ根     12.008/ 81 一般
赤沼　恒輔 長野DS中央     12.228/ 72 一般
降籏　一道 ＳＡＭ松本     12.599/ 13 一般

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.58

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

湯澤　佳祐 ＩＳＣ高森     12.688/ 61 一般
関　　健志 ＩＳＣ高森     13.578/ 42 一般
中村　友哉 ＳＡＭ松本     13.618/ 53 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.70

順位
≪ S4 30～34歳 ≫

今井未知朗 ＳＡＭ石芝     15.098/ 31 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.39

順位
≪ S1 35～39歳 ≫

下平　裕志 ＳＡＭ石芝     12.688/ 21 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.28

順位
≪ S3 35～39歳 ≫

金田　隆之 ＩＳＣ飯田     15.498/ 11 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    11.72

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

小山　　裕 ナガデン若里     11.327/ 81 一般
･大会新

丸山　　淳 ＡＦＡＳ伊那     12.727/ 72 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.43

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

小林　一晴 ＳＳＣ上山田     11.947/ 61 一般
･大会新

伊東　靖浩 ＡＦＡＳス南     12.637/ 52 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.75

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

福田　正義 ＳＡＭ三輪     13.327/ 41 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.46

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

渡辺　昌彦 ＡＦＡＳス南     12.837/ 31 一般
高野　　伸 長野DS中央     13.097/ 22 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.20

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

内山　　智 ＳＳＣ篠ノ井     14.327/ 11 一般
橋本　正勝 ＳＡＭ三輪     14.346/ 72 一般
鈴木　賢一 ＩＳＣ高森     14.946/ 83 一般
窪田　一成 ＳＳＣ篠ノ井     16.976/ 64 一般

出力日時： 6月3日 15:48



3 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.58

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

三浦　　弘 ＭＡＸSS     11.456/ 51 一般
･大会新

金山　天一 ＩＳＣ高森     12.886/ 32 一般
西澤　正樹 ＳＡＭ長野     13.116/ 43 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.81

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

北島　孝純 ＩＳＣ駒ヶ根     13.436/ 21 一般
百瀬　伸治 ＳＡＭ石芝     17.246/ 12 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.20

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

今井　孝志 ＡＦＡＳスワ     19.055/ 71 一般
壬生　　彰 ＩＳＣ高森     19.285/ 82 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.40

順位
≪ S1 55～59歳 ≫

井戸川　隆 ＢＭＳ小諸     13.465/ 61 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.99

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

芳池　　誠 ＳＳＣ上山田     13.885/ 51 一般
･大会新

甘利　靖之 ＳＳＣ上山田     15.555/ 42 一般
原　　眞一 ＩＳＣ飯田     17.085/ 33 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.62

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

依田　　隆 ＳＡＭ三輪     20.705/ 21 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.96

順位
≪ S1 60～64歳 ≫

角皆　優人 大町ＳＳ     13.495/ 11 一般
五明　浩之 ＭＡＸSS     16.084/ 82 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.28

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

深津　邦夫 ＳＳＣ上山田     14.104/ 71 一般
･大会新

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.43

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

斉間　紀一 ＳＳＣ上山田     15.594/ 41 一般
西山　義弘 ＳＡＭ三輪     16.064/ 62 一般
北原　國光 ＩＳＣ飯田     16.774/ 53 一般

出力日時： 6月3日 15:48



4 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.94

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

北澤　　寛 大町ＳＳ     16.954/ 31 一般
中澤　　篤 ナガデン若里     16.963/ 72 一般
奥田　　隆 ＩＳＣ飯田     18.974/ 13 一般
守谷　勝好 ＡＦＡＳ伊那     21.003/ 64 一般
山崎　忠治 ナガデン中野     21.293/ 85 一般
松下　　洋 ＳＡＭ石芝     25.964/ 26 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.57

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

徳永　幸一 ＳＡＭ三輪     19.393/ 41 一般
玉置　隆男 ＡＦＡＳ伊南     21.583/ 52 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.57

順位
≪ S5 65～69歳 ≫

小山　　修 ＳＳＣ上山田     17.263/ 31 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.54

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

長尾　英一 ＳＡＭ長野     17.443/ 21 一般
由井　義久 ＢＭＳ佐久     24.323/ 12 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.27

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

小出　耕司 ナガデン須坂     20.722/ 61 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.51

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

中島　秀雄 ナガデン須坂     17.382/ 41 一般
飯島　英美 ＩＳＣ駒ヶ根     19.982/ 52 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.85

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

竹内　士郎 ＳＡＭ塩尻     15.892/ 21 一般
･大会新

湯浅　昌治 ＳＡＭ三輪     17.632/ 32 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S1 80～84歳 ≫

北沢榮一郎 ナガデン若里     21.551/ 61 一般

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.64

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

水野　益男 ＩＳＣ駒ヶ根     23.181/ 51 一般
中田　國雄 ＳＳＣ上山田     25.741/ 42 一般

出力日時： 6月3日 15:48



5 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.21

順位
≪ S5 80～84歳 ≫

羽根田周蔵 ＳＡＭ三輪     21.871/ 31 一般
･大会新

No.26 男子 25m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.96

順位
≪ S3 85～89歳 ≫

柄澤　治郎 ＩＳＣ飯田     22.591/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.77

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

中本　睦美 ＳＡＭ塩尻     20.945/ 81 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.02

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

長沼　歩美 ＩＳＣ飯田     20.565/ 71 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.09

順位
≪ S3 35～39歳 ≫

勝田　沙織 ナガデン若里     17.355/ 61 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.39

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

阿部　美奈 ＢＭＳ小諸     21.265/ 51 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.50

順位
≪ S1 45～49歳 ≫

橋原　浩子 ＡＦＡＳスワ     18.595/ 41 一般
･大会新

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.86

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

櫻井　一世 ＢＭＳ佐久     21.625/ 31 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.23

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

小須田久美 ＢＭＳ佐久     20.955/ 21 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.38

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

池島　華奈 長野DS中央     19.545/ 11 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.35

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

下條　恵子 ＳＡＭ三輪     25.394/ 71 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.36

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

熊谷　美晴 ＩＳＣ飯田南     21.434/ 61 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.06

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

渡邊　和枝 ＳＡＭ松本     20.924/ 51 一般

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.65

順位
≪ S1 60～64歳 ≫

石井　睦子 ＭＡＸSS     19.614/ 41 一般
･大会新

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.48

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

若林しづ枝 ＳＳＣ上山田     23.144/ 31 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.07

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

福沢　　恵 ＩＳＣ高森     20.684/ 21 一般
･大会新

中村　靖子 ＳＡＭ三輪     32.674/ 12 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.16

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

吉澤　孝子 穂高ＳＣ     26.173/ 81 一般
丹戸　妙子 ナガデン長野     26.833/ 72 一般
城　　啓子 びっくらんど     31.993/ 53 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.84

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

宮下　幾尾 びっくらんど     25.673/ 41 一般
南澤美樹子 ナガデン長野     28.443/ 32 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.91

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

松木　通子 ＩＳＣ駒ヶ根     25.213/ 21 一般
井出久美子 ＢＭＳ小諸     31.272/ 62 一般
北村志保子 ＩＳＣ駒ヶ根     34.252/ 53 一般
白鳥　和子 ＡＦＡＳ伊那     37.732/ 44 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.33

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

伴野　好子 ＳＡＭ長野     30.002/ 31 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.92

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

古旗八重子 ＳＡＭ塩尻     31.772/ 21 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.89

順位
≪ S4 75～79歳 ≫

立岡美智子 ＳＡＭ三輪     34.001/ 61 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.82

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:48



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.82

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

中田　慶子 ＳＳＣ上山田     32.391/ 51 一般

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.72

順位
≪ S4 80～84歳 ≫

百瀬　政子 長野DS中央     29.521/ 41 一般
･大会新

No.27 女子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.40

順位
≪ S3 85～89歳 ≫

米澤　君子 ＡＦＡＳ伊南   1:02.231/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.63

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

畑　　遼一 ＳＡＭ石芝     17.823/ 81 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.19

順位
≪ S3 25～29歳 ≫

宮入遼太朗 ＳＳＣ篠ノ井     16.503/ 71 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.85

順位
≪ S1 35～39歳 ≫

赤沼　弘裕 長野DS中央     14.783/ 61 一般
･大会新

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.37

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

宮下　栄之 ＳＡＭ長野     15.143/ 51 一般
･大会新

高野　　謙 長野DS中央     16.193/ 42 一般
小林　秀一 長野DS中央     16.713/ 33 一般
北原　　正 ＡＦＡＳ伊北     21.253/ 24 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.27

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

藤森　裕志 ＡＦＡＳスワ     21.063/ 11 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.77

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

渋川　　努 長野DS中央     22.582/ 71 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S2 55～59歳 ≫

丸山　　仁 ＳＡＭ長野     16.522/ 61 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.02

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

荒木　恵一 ナガデン長野     17.202/ 51 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.69

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

北原　國光 ＩＳＣ飯田     24.262/ 41 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.06

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

伊藤　　武 ＡＦＡＳ伊北     25.042/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.35

順位
≪ S5 60～64歳 ≫

宇治　和則 ＡＦＡＳスワ     31.132/ 21 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.41

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

守谷　勝好 ＡＦＡＳ伊那     27.561/ 71 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.03

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

関　　正義 ＳＡＭ長野     24.281/ 61 一般
川上　幸彦 ＳＡＭ塩尻     28.381/ 42 一般
曽根原澄夫 大町ＳＳ     32.461/ 53 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.37

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

中島　秀雄 ナガデン須坂     23.811/ 31 一般

No.28 男子 25m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    23.51

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

湯浅　昌治 ＳＡＭ三輪     26.171/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.86

順位
≪ S5 18～24歳 ≫

髙橋　楓果 ＳＡＭ長野     25.774/ 81 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.86

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

熊﨑　麻美 ＡＦＡＳスワ     21.284/ 71 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.49

順位
≪ S4 35～39歳 ≫

小池　好美 ＢＭＳ佐久     19.144/ 61 一般
･大会新

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.63

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

呉本　優子 ＩＳＣ駒ヶ根     22.544/ 51 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.66

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

丑澤いずみ ＭＡＸSS     19.274/ 41 一般
･大会新

小松　　幸 ＡＦＡＳスワ     20.424/ 32 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.95

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

池島　華奈 長野DS中央     20.494/ 21 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S1 55～59歳 ≫

畔上恵美子 ＭＡＸSS     20.374/ 11 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.21

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

小松　直美 ＡＦＡＳ伊那     23.313/ 71 一般
岩脇　理佳 ＳＡＭ塩尻     24.603/ 82 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.75

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

諸角　敬子 穂高ＳＣ     25.733/ 61 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.54

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

木下千富美 ＩＳＣ高森     21.503/ 51 一般
･大会新

師田　直子 ＳＡＭ松本     23.213/ 42 一般
原　より子 ＩＳＣ高森     26.093/ 33 一般

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.47

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

塚越美恵子 ＳＡＭ三輪     26.973/ 21 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    23.93

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

伊東貴美子 ＡＦＡＳ伊那     24.022/ 51 一般
吉江　幸江 ＳＡＭ塩尻     28.283/ 12 一般
中島　経子 ＳＳＣ篠ノ井     28.902/ 63 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.21

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

堀内　律の ＳＡＭ松本     28.912/ 41 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.74

順位
≪ S5 65～69歳 ≫

戸谷　瑞江 ナガデン若里     31.482/ 31 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.71

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

逸見冨美江 ＳＡＭ松本     32.042/ 21 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.64

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

渡部千枝子 ＳＡＭ三輪     27.121/ 61 一般
神脇　和子 びっくらんど     31.121/ 52 一般
石井あけみ ＡＦＡＳ伊那     32.601/ 43 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.81

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

伴野　好子 ＳＡＭ長野     31.661/ 31 一般

No.29 女子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.49

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

横山より子 ＳＡＭ塩尻     30.441/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.08

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

春原　潤也 長野DS中央     14.165/ 81 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.54

順位
≪ S5 18～24歳 ≫

伊藤　真輝 ＩＳＣ駒ヶ根     22.885/ 71 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.02

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

川村　栄人 長野DS中央     13.935/ 61 一般
･大会新

小椋　紀和 ＩＳＣ高森     15.955/ 52 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.08

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

中村　大輝 ＳＡＭ石芝     19.155/ 41 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.46

順位
≪ S5 25～29歳 ≫

森　　和哉 ＳＡＭ三輪     16.815/ 31 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.20

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

小幡　　快 ＢＭＳ小諸     15.285/ 21 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.99

順位
≪ S3 35～39歳 ≫

金田　隆之 ＩＳＣ飯田     19.915/ 11 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.13

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

向井　孝司 ＢＭＳ小諸     14.854/ 81 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.22

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

竹内　洋崇 ＳＡＭ塩尻     16.404/ 71 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.98

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

大橋　正彦 穂高ＳＣ     16.164/ 61 一般
･大会新

塚本　好孝 ＡＦＡＳ伊那     17.294/ 52 一般
増田　順一 長野DS中央     17.434/ 43 一般

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.07

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

岡田　啓嗣 長野DS中央     18.104/ 21 一般
窪田　一成 ＳＳＣ篠ノ井     21.154/ 32 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.68

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

市川　智宏 ＢＭＳ小諸     17.944/ 11 一般
百瀬　伸治 ＳＡＭ石芝     22.343/ 72 一般
磯田　淳一 ＢＭＳ小諸     29.953/ 83 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.64

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

川島　正裕 ＩＳＣ高森     20.363/ 61 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.73

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

前田　真孝 ＩＳＣ駒ヶ根     19.083/ 51 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.44

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

小泉　文和 ＳＳＣ篠ノ井     19.393/ 41 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.20

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

松沢　　聡 ＡＦＡＳスワ     16.683/ 31 一般
･大会新

比良　信一 ＳＡＭ石芝     22.253/ 22 一般
須田　智章 長野DS中央     23.663/ 13 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.35

順位
≪ S1 60～64歳 ≫

石井　孝男 ＭＡＸSS     19.282/ 71 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.64

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

三浦　俊幸 ＭＡＸSS     20.032/ 61 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.01

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

西山　義弘 ＳＡＭ三輪     19.512/ 51 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.62

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

藤澤　善博 ＳＡＭ三輪     19.472/ 41 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:48



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.62

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

外谷　定信 ナガデン中野     24.572/ 32 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.32

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

山崎　忠治 ナガデン中野     30.232/ 21 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.83

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

相澤　源保 ＳＳＣ上山田     23.021/ 71 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.35

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

中島　秀雄 ナガデン須坂     25.511/ 61 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.47

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

田中　　正 ＭＡＸSS     22.771/ 51 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.23

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

水野　益男 ＩＳＣ駒ヶ根     26.801/ 41 一般

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.62

順位
≪ S5 80～84歳 ≫

羽根田周蔵 ＳＡＭ三輪     28.411/ 31 一般
･大会新

No.30 男子 25m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S3 85～89歳 ≫

井田　貞雄 ＡＦＡＳスワ     27.081/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.26

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

林　　希美 長野DS中央     16.036/ 81 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.08

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

勝野由香莉 大町ＳＳ     14.086/ 71 一般
･大会新

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.85

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

町田　優子 ナガデン若里     19.466/ 61 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.29

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

髙橋　智子 ＳＡＭ松本     18.736/ 31 一般
廣間　優子 穂高ＳＣ     20.386/ 42 一般
川久保安基枝 ＳＡＭ石芝     21.016/ 53 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.28

順位
≪ S5 40～44歳 ≫

小林あかり ＡＦＡＳ伊南     25.416/ 21 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.77

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

村岡　直美 ＳＡＭ松本     15.886/ 11 一般
黒田　江理 ＡＦＡＳ伊南     20.045/ 82 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.98

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

今井　澄江 ＢＭＳ佐久     16.535/ 71 一般
･大会新

掛川　貴恵 ＢＭＳ小諸     23.655/ 62 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.44

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

小須田久美 ＢＭＳ佐久     19.055/ 51 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.54

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

渡邊　和枝 ＳＡＭ松本     17.885/ 41 一般
伏見　三枝 大町ＳＳ     22.475/ 32 一般
岡田　敦子 ＩＳＣ駒ヶ根     23.375/ 23 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.57

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:48



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.57

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

青木　徳子 ナガデン長野     18.775/ 11 一般
･大会新

山岸　徳子 長野DS中央     21.364/ 72 一般
武田　美穂 ＡＦＡＳ伊那     21.744/ 83 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.06

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

山本さとみ 穂高ＳＣ     19.444/ 61 一般
工藤　秀子 ＢＭＳ小諸     19.964/ 42 一般
滝澤　敬子 ナガデン長野     20.974/ 53 一般
加藤　千鶴 ＩＳＣ高森     23.394/ 34 一般
湯澤　博子 ＩＳＣ高森     25.214/ 25 一般
舩瀬　芳子 ＳＡＭ松本     34.894/ 16 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.79

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

樺山千枝美 ＳＡＭ松本     21.513/ 81 一般
竹田　直子 ＡＦＡＳスワ     23.223/ 72 一般
吉川　順子 ＩＳＣ高森     31.473/ 63 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.38

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

小林　純子 ＳＡＭ三輪     22.823/ 51 一般
村松　秀子 ＡＦＡＳス南     25.103/ 42 一般
小池　和恵 ＢＭＳ佐久     43.753/ 23 一般
森田ふみ子 ＡＦＡＳ伊那     43.943/ 34 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.84

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

堰免裕美子 ＳＡＭ長野     29.053/ 11 一般
北沢　道子 びっくらんど     31.592/ 62 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    21.87

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

菅沢　光子 ナガデン長野     21.492/ 51 一般
･大会新

春日なよ子 ＩＳＣ駒ヶ根     30.202/ 42 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.12

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

新海つや子 ＳＡＭ長野     29.902/ 31 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.78

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

峰村美保子 ナガデン中野     35.162/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48
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期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    23.20

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

竹田　紀子 長野DS中央     24.051/ 61 一般
徳永　千年 ＳＡＭ長野     27.611/ 52 一般
平澤　恵子 ＡＦＡＳ伊那     34.141/ 43 一般
小林美恵子 ＡＦＡＳ伊南     42.851/ 34 一般

No.31 女子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    33.81

順位
≪ S4 75～79歳 ≫

清水　敦子 ＳＡＭ松本     29.001/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.91

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

畑　　遼一 ＳＡＭ石芝     16.496/ 81 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.04

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

沓掛　貴矢 ＳＡＭ松本     13.876/ 71 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.73

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

三村　健祐 ＳＡＭ塩尻     13.596/ 61 一般
･大会新

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.27

順位
≪ S2 30～34歳 ≫

下島　　崇 ＩＳＣ駒ヶ根     12.636/ 41 一般
神村　雄一 ＡＦＡＳスワ     13.706/ 52 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.44

順位
≪ S4 30～34歳 ≫

小林　弘二 ＳＡＭ石芝     15.036/ 31 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.12

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

神津　太士 ＢＭＳ佐久     12.886/ 21 一般
･大会新

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    12.77

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

伊東　靖浩 ＡＦＡＳス南     13.175/ 81 一般
須磨岡和哉 ＳＡＭ塩尻     13.706/ 12 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.93

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

福田　正義 ＳＡＭ三輪     14.335/ 61 一般
進藤　直樹 ＩＳＣ飯田     15.225/ 72 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.93

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

石﨑　　玲 ＡＦＡＳ伊北     17.345/ 51 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.58

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

高野　裕志 ＡＦＡＳスワ     13.965/ 41 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:48
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期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.45

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

守屋　昭宏 ＳＡＭ松本     14.965/ 21 一般
佐藤　友吾 ナガデン須坂     15.525/ 32 一般
福澤　　勲 ＩＳＣ高森     17.874/ 83 一般
鈴木　賢一 ＩＳＣ高森     18.035/ 14 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.01

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

大塚　敏記 大町ＳＳ     15.724/ 71 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.80

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

三浦　　弘 ＭＡＸSS     12.284/ 61 一般
･大会新

藤森　一俊 ＡＦＡＳスワ     14.374/ 52 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.30

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

高野　　豊 ＭＡＸSS     15.174/ 31 一般
倉田　勝巳 ＡＦＡＳ伊北     15.324/ 42 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.96

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

河内　健治 ＳＡＭ松本     15.994/ 21 一般
百瀬　伸治 ＳＡＭ石芝     20.784/ 12 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    14.25

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

藤井　正樹 ＭＡＸSS     14.863/ 81 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    15.39

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

芳池　　誠 ＳＳＣ上山田     15.693/ 71 一般
原　　眞一 ＩＳＣ飯田     20.683/ 62 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    13.51

順位
≪ S1 60～64歳 ≫

角皆　優人 大町ＳＳ     14.243/ 51 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.74

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

藤澤　善博 ＳＡＭ三輪     16.253/ 41 一般
･大会新

八木　隆一 大町ＳＳ     17.103/ 32 一般

出力日時： 6月3日 15:48
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期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.35

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

松下　　洋 ＳＡＭ石芝     34.923/ 21 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    18.71

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

片桐　利和 ＩＳＣ駒ヶ根     24.703/ 11 一般
保坂　隆之 ＳＡＭ三輪     27.622/ 72 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    20.66

順位
≪ S5 65～69歳 ≫

小山　　修 ＳＳＣ上山田     21.762/ 51 一般
髙野　公介 ナガデン長野     22.562/ 62 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S2 70～74歳 ≫

寺澤　文雄 ＭＡＸSS     17.272/ 41 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    17.23

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

木内　文夫 ＢＭＳ佐久     19.952/ 31 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.67

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

杉浦　　眞 ＡＦＡＳ伊南     22.792/ 21 一般
小出　耕司 ナガデン須坂     26.901/ 72 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    16.39

順位
≪ S1 75～79歳 ≫

小山彦太郎 ナガデン須坂     16.871/ 61 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    19.11

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

宮内　正勝 ＩＳＣ飯田     19.931/ 51 一般
湯浅　昌治 ＳＡＭ三輪     20.131/ 32 一般
小松　和雄 ＳＡＭ石芝     23.241/ 43 一般

No.32 男子 25m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S3 85～89歳 ≫

小林　靖生 ＳＡＭ石芝     30.931/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:48



1 / 4第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.50

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

倉田　雅美 ＡＦＡＳ伊北     30.806/ 81 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.35

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

滝澤　暖妃 ナガデン若里     37.996/ 71 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.67

順位
≪ S5 18～24歳 ≫

倉﨑　千恵 ＳＡＭ長野     39.426/ 61 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.65

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

山田ひより 穂高ＳＣ     28.296/ 51 一般
･大会新

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.38

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

星野　瑛代 ＢＭＳ佐久     33.436/ 41 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.82

順位
≪ S2 30～34歳 ≫

木川　理沙 ＡＦＡＳス南     38.186/ 31 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.13

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

丸山真美香 ＡＦＡＳスワ     50.046/ 21 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.38

順位
≪ S4 30～34歳 ≫

山田　美華 ＡＦＡＳスワ     46.356/ 11 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.90

順位
≪ S1 35～39歳 ≫

丹下　里美 ＳＳＣ篠ノ井     30.305/ 81 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.58

順位
≪ S3 35～39歳 ≫

井出久美子 ＢＭＳ佐久     34.905/ 71 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.84

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

林　　実鈴 ＢＭＳ小諸     33.805/ 51 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 4第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    32.13

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

竹内　美紀 ＡＦＡＳ伊北     33.545/ 41 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    33.03

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

廣間　優子 穂高ＳＣ     35.915/ 31 一般
持丸　美香 ＡＦＡＳス南     39.015/ 12 一般
笠原ゆかり 長野DS中央     54.394/ 83 一般
兼松　明子 ＡＦＡＳ伊那   1:11.964/ 74 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    32.46

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

藤澤美奈代 ＡＦＡＳ伊那     33.234/ 61 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.35

順位
≪ S5 45～49歳 ≫

篠原あきほ ＡＦＡＳスワ     43.754/ 51 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.95

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

長野由美子 ナガデン長野     38.174/ 41 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.11

順位
≪ S1 55～59歳 ≫

鈴木　公美 ＳＡＭ塩尻     33.744/ 31 一般
･大会新

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.70

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

小松　直美 ＡＦＡＳ伊那     39.624/ 11 一般
赤尾　好子 ＢＭＳ佐久     39.773/ 82 一般
西川　恭子 ＳＡＭ松本     40.064/ 23 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.82

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

冷田　順子 ＳＡＭ石芝     41.613/ 71 一般
･大会新

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.97

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

若林ひろ美 ＳＳＣ上山田     39.623/ 61 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.33

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

上條　明子 ＳＡＭ塩尻     42.043/ 51 一般
中村　靖子 ＳＡＭ三輪     55.593/ 42 一般

出力日時： 6月3日 15:49



3 / 4第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.61

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

竹田　直子 ＡＦＡＳスワ     42.753/ 31 一般
臼田　　薫 ＢＭＳ佐久     47.723/ 22 一般
平林　正子 穂高ＳＣ     51.822/ 83 一般
大和　絹代 ＳＡＭ塩尻     54.133/ 14 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.03

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

丹戸　妙子 ナガデン長野     43.722/ 71 一般
太田千代美 穂高ＳＣ     48.982/ 62 一般
吉澤　利江 ＡＦＡＳス南     52.902/ 53 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.92

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

平林みえ子 ＢＭＳ佐久     40.862/ 41 一般
林　　厚子 ＡＦＡＳスワ     47.932/ 32 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S2 70～74歳 ≫

小川　悦子 ＭＡＸSS     37.832/ 21 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.68

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

荻原すみ子 ＢＭＳ小諸     58.822/ 11 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    50.69

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

駒場　洋子 穂高ＳＣ     51.821/ 71 一般
新海つや子 ＳＡＭ長野     55.351/ 62 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:00.38

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

峰村美保子 ナガデン中野     57.911/ 51 一般
･大会新

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.66

順位
≪ S4 75～79歳 ≫

宮澤　幸子 ＳＡＭ長野     57.731/ 41 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    54.66

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

上條　篁子 ＳＡＭ塩尻   1:00.881/ 31 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.50

順位
≪ S4 80～84歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:49



4 / 4第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.50

順位
≪ S4 80～84歳 ≫

土岐つる代 穂高ＳＣ     48.561/ 21 一般

No.33 女子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:17.05

順位
≪ S5 80～84歳 ≫

月岡　信子 ナガデン長野   1:08.481/ 11 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    22.75

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

中村　　翼 ＡＦＡＳ伊那     23.7510/ 81 一般
近藤　治樹 ＳＳＣ篠ノ井     24.0310/ 72 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.67

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

成田　　秀 ＢＭＳ佐久     24.999/ 81 一般
宮澤　友静 長野DS中央     24.9910/ 11 一般
中野　巧巳 ＳＡＭ塩尻     25.0210/ 53 一般
岩堀　裕之 ＢＭＳ小諸     25.6010/ 64 大3
原　　佳汰 ＩＳＣ飯田     26.209/ 75 一般
倉林　　絢 長野DS中央     26.729/ 46 一般
北村幸太郎 ＳＡＭ長野     26.7710/ 27 大1
田多井遼河 ＳＡＭ石芝     27.0510/ 48 大1
赤羽　直哉 ＳＡＭ塩尻     28.779/ 69 一般
小池　雅也 ＢＭＳ小諸     28.919/ 510 大3

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.62

順位
≪ S1 25～29歳 ≫

松澤　直哉 長野DS中央     23.449/ 31 一般
･大会新

佐藤　瑛司 ＩＳＣ高森     23.809/ 22 一般
･大会新

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.36

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

福澤　涼甫 ＩＳＣ駒ヶ根     25.218/ 81 一般
･大会新

廣澤　公樹 ＩＳＣ飯田南     25.499/ 12 一般
滝澤　一仁 ナガデン須坂     27.738/ 73 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.97

順位
≪ S3 25～29歳 ≫

中村　直裕 ＩＳＣ駒ヶ根     28.598/ 51 一般
木下　翔平 穂高ＳＣ     28.918/ 62 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.30

順位
≪ S1 30～34歳 ≫

中村　洋介 ＭＡＸSS     26.018/ 41 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.08

順位
≪ S2 30～34歳 ≫

佐藤　　慧 ＡＦＡＳ伊北     27.188/ 31 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.86

順位
≪ S4 30～34歳 ≫

青柳　未来 長野DS中央     26.498/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.72

順位
≪ S1 35～39歳 ≫

宮原正一朗 ＡＦＡＳ伊北     25.688/ 11 一般
小林　貴弘 ＭＡＸSS     26.147/ 82 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.41

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

市川　洋輔 長野DS中央     26.327/ 71 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.64

順位
≪ S4 35～39歳 ≫

福岡　靖太 ＳＡＭ石芝     35.817/ 61 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    24.46

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

宮坂　大輔 ＡＦＡＳスワ     26.277/ 41 一般
向井　孝司 ＢＭＳ小諸     26.427/ 52 一般
向山　剛史 ＡＦＡＳス南     26.947/ 33 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.39

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

小林　一晴 ＳＳＣ上山田     26.697/ 21 一般
山田　春樹 ＳＡＭ松本     27.167/ 12 一般
折山　克浩 ＩＳＣ飯田     27.876/ 83 一般
杉山　惠樹 長野DS中央     27.936/ 74 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.71

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

松田　　聡 ＡＦＡＳスワ     29.706/ 61 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.60

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

石﨑　　玲 ＡＦＡＳ伊北     35.426/ 51 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.09

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

漆原　輝岳 ＳＡＭ塩尻     26.736/ 41 一般
･大会新

渡辺　昌彦 ＡＦＡＳス南     28.476/ 32 一般
桜田　和昭 ＡＦＡＳスワ     29.306/ 23 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.30

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

橋本　正勝 ＳＡＭ三輪     33.176/ 11 一般
藤森　裕志 ＡＦＡＳスワ     35.265/ 82 一般

出力日時： 6月3日 15:49



3 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.78

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

小林　将也 ＳＡＭ松本     29.235/ 71 一般
大塚　敏記 大町ＳＳ     31.335/ 52 一般
小出　　裕 ＡＦＡＳ伊南     32.075/ 63 一般
小山　和也 ＡＦＡＳス南     34.325/ 44 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.17

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

三浦　　弘 ＭＡＸSS     24.975/ 31 一般
･大会新

金山　天一 ＩＳＣ高森     28.195/ 12 一般
児玉　基昭 ナガデン須坂     28.845/ 23 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.89

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

毛受　　誠 ＳＳＣ篠ノ井     29.344/ 81 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.46

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

北島　孝純 ＩＳＣ駒ヶ根     31.094/ 71 一般
川上　寿昭 ＳＡＭ塩尻     38.784/ 62 一般
サンバセヴェリン ＡＦＡＳ伊南     40.094/ 53 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.60

順位
≪ S4 50～54歳 ≫

川島　正裕 ＩＳＣ高森     36.774/ 41 一般
今井　孝志 ＡＦＡＳスワ     44.614/ 32 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    36.17

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

上條　健一 ＡＦＡＳス南     34.054/ 21 一般
･大会新

前田　真孝 ＩＳＣ駒ヶ根     39.874/ 12 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.50

順位
≪ S1 55～59歳 ≫

井戸川　隆 ＢＭＳ小諸     29.173/ 81 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.68

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

松沢　　聡 ＡＦＡＳスワ     29.373/ 71 一般
･大会新

宮澤　友浩 ＩＳＣ駒ヶ根     32.843/ 62 一般
井出　和彦 ＢＭＳ佐久     36.573/ 53 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.11

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:49



4 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.11

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

藤原　隆彦 ＳＡＭ石芝     34.733/ 41 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.19

順位
≪ S2 60～64歳 ≫

北澤　　寛 ＳＳＣ上山田     32.493/ 21 一般
･大会新

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.73

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

八木　隆一 大町ＳＳ     33.453/ 11 一般
外谷　定信 ナガデン中野     35.932/ 82 一般
伊藤　　武 ＡＦＡＳ伊北     46.392/ 73 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.76

順位
≪ S5 60～64歳 ≫

畑中　堅一 ＩＳＣ駒ヶ根     37.902/ 61 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.80

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

北澤　　寛 大町ＳＳ     38.042/ 51 一般
守谷　勝好 ＡＦＡＳ伊那     51.082/ 42 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.58

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

曽根原澄夫 大町ＳＳ     47.212/ 21 一般
徳永　幸一 ＳＡＭ三輪     47.362/ 32 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    32.50

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

梅原　好和 ＡＦＡＳ伊那     45.552/ 11 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    37.84

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

杉浦　　眞 ＡＦＡＳ伊南     44.781/ 71 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    40.94

順位
≪ S5 70～74歳 ≫

飯島　英美 ＩＳＣ駒ヶ根     47.221/ 61 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.50

順位
≪ S1 75～79歳 ≫

小山彦太郎 ナガデン須坂     35.361/ 51 一般

出力日時： 6月3日 15:49



5 / 5第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.30

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

竹内　士郎 ＳＡＭ塩尻     35.731/ 41 一般
･大会新

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S1 80～84歳 ≫

北沢榮一郎 ナガデン若里     48.411/ 31 一般

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    48.34

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

柳　　良治 ＳＡＭ長野     43.901/ 21 一般
･大会新

No.34 男子 50m 自由形              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    48.57

順位
≪ S3 85～89歳 ≫

柄澤　治郎 ＩＳＣ飯田     53.791/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.73

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

藤澤　素子 ＳＡＭ長野     32.472/ 81 大4

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.35

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

三浦愛優子 ＭＡＸSS     35.502/ 71 一般
･大会新

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.06

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

櫻井　一世 ＢＭＳ佐久     45.302/ 61 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.89

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

有賀喜美子 ＳＡＭ長野     44.932/ 51 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    47.28

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

髙野多恵子 ＳＡＭ長野     52.212/ 41 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.85

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

熊谷　美晴 ＩＳＣ飯田南     46.272/ 31 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.51

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

小野　　睦 ＩＳＣ駒ヶ根     53.082/ 21 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.22

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

福沢　　恵 ＩＳＣ高森     44.872/ 11 一般
･大会新

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.50

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

関谷ひかり ナガデン長野     47.651/ 81 一般
吉澤　孝子 穂高ＳＣ     59.101/ 62 一般
牛山　洋子 ＡＦＡＳ伊那   1:00.841/ 73 一般
溝口　幸子 ＩＳＣ駒ヶ根   1:10.691/ 54 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.98

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

松木　通子 ＩＳＣ駒ヶ根     54.461/ 41 一般

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    48.28

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

永原今朝美 ＳＡＭ石芝   1:03.821/ 31 一般

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:21.49

順位
≪ S4 80～84歳 ≫

百瀬　政子 長野DS中央   1:02.921/ 21 一般
･大会新

No.35 女子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:31.97

順位
≪ S3 85～89歳 ≫

米澤　康江 ＳＡＭ石芝   1:16.561/ 11 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.92

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

石坂　岳斗 長野DS中央     27.092/ 71 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    27.45

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

久保田哲也 ＡＦＡＳス南     30.072/ 61 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.47

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

渡邊　雄平 ＳＡＭ松本     31.102/ 51 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.66

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

宮坂　貴之 ＡＦＡＳス南     27.472/ 31 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.00

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

熊崎　昌幸 ＡＦＡＳスワ     31.652/ 21 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    32.81

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

宮下　栄之 ＳＡＭ長野     32.482/ 11 一般
･大会新

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.20

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

峯山　勇人 長野DS中央     35.421/ 71 一般
岡田　啓嗣 長野DS中央     44.041/ 62 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.91

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

荒木　恵一 ナガデン長野     39.161/ 51 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.32

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

川上　幸彦 ＳＡＭ塩尻   1:01.111/ 41 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    43.97

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

中野　　茂 大町ＳＳ     49.041/ 31 一般

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    55.84

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

小松　和雄 ＳＡＭ石芝     58.091/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.36 男子 50m 背泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S3 85～89歳 ≫

小林　靖生 ＳＡＭ石芝   1:11.141/ 11 一般

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    37.21

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

横田千亜希 ＳＡＭ長野     37.614/ 81 大1

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.30

順位
≪ S4 18～24歳 ≫

小祝　千果 ＳＡＭ石芝     41.314/ 71 一般
･大会新

林　　希美 長野DS中央     44.014/ 62 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.49

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

勝野由香莉 大町ＳＳ     38.824/ 51 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.65

順位
≪ S5 40～44歳 ≫

髙坂あき恵 ＡＦＡＳ伊南     48.634/ 31 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.25

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

西澤　祐子 長野DS中央     52.874/ 21 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    49.35

順位
≪ S5 45～49歳 ≫

月岡　弥生 ナガデン長野     54.344/ 11 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.70

順位
≪ S2 50～54歳 ≫

古田美千代 長野DS中央     42.243/ 81 一般
･大会新

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    43.80

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

小泉　　円 ＳＳＣ篠ノ井     42.843/ 71 一般
･大会新

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S1 55～59歳 ≫

畔上恵美子 ＭＡＸSS     44.633/ 61 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    46.87

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

岡田　敦子 ＩＳＣ駒ヶ根     51.493/ 51 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    50.41

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    50.41

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

諸角　敬子 穂高ＳＣ     58.933/ 41 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    47.79

順位
≪ S4 60～64歳 ≫

塚越美恵子 ＳＡＭ三輪   1:01.003/ 31 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    50.84

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

伊東貴美子 ＡＦＡＳ伊那     53.433/ 21 一般
滝澤三千代 ＳＡＭ松本     55.322/ 72 一般
有賀　紅子 ＡＦＡＳ伊南   1:02.632/ 63 一般
松田　寿子 ＩＳＣ駒ヶ根   1:04.743/ 14 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    56.21

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

鈴木　洋子 ＢＭＳ小諸     56.282/ 51 一般
林　　厚子 ＡＦＡＳスワ     57.872/ 42 一般
堀内　律の ＳＡＭ松本   1:05.072/ 33 一般
堰免裕美子 ＳＡＭ長野   1:05.172/ 14 一般
川村　恵子 ＡＦＡＳスワ   1:05.422/ 25 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    50.55

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

只左千世子 ＡＦＡＳ伊南   1:51.591/ 61 一般
平林　八恵 ＢＭＳ佐久    出２1/ 7一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    59.96

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

渡部千枝子 ＳＡＭ三輪   1:03.871/ 51 一般
神脇　和子 びっくらんど   1:12.511/ 42 一般
石井あけみ ＡＦＡＳ伊那   1:15.301/ 33 一般

No.37 女子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:01.71

順位
≪ S3 80～84歳 ≫

横山より子 ＳＡＭ塩尻   1:06.121/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.44

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

山岸　達哉 ＩＳＣ飯田     31.736/ 61 一般
宮下　真哉 ＡＦＡＳス南     33.056/ 82 一般
白井　優佑 ＭＡＸSS     33.476/ 73 一般
小池　雅也 ＢＭＳ小諸     36.956/ 54 大3

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.13

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

川村　栄人 長野DS中央     30.796/ 41 一般
･大会新

中村　一貴 ＳＡＭ長野     32.736/ 22 一般
赤沼　大平 長野DS中央     34.426/ 33 一般
小椋　紀和 ＩＳＣ高森     35.456/ 14 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    33.90

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

関　　健志 ＩＳＣ高森     40.685/ 81 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    33.85

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

宮島　大助 ＩＳＣ高森     31.875/ 71 一般
･大会新

北川原竜太 ナガデン若里     34.015/ 62 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    33.22

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

今井　一雄 ＩＳＣ飯田南     38.885/ 51 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.76

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

竹内　洋崇 ＳＡＭ塩尻     36.265/ 41 一般
･大会新

石﨑　　玲 ＡＦＡＳ伊北     43.355/ 32 一般
川口　雅史 ＩＳＣ駒ヶ根     50.075/ 23 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.46

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

小木曽一雅 ＩＳＣ高森     34.345/ 11 一般
･大会新

大橋　正彦 穂高ＳＣ     35.904/ 82 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.83

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

山川　修一 ＡＦＡＳ伊南     36.814/ 71 一般
守屋　昭宏 ＳＡＭ松本     40.524/ 62 一般

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.12

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

山内　一弘 ＩＳＣ駒ヶ根     44.104/ 41 一般
須山　　敦 ナガデン長野     45.224/ 52 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    40.48

順位
≪ S5 45～49歳 ≫

遠藤　恵一 ＢＭＳ小諸     41.144/ 31 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    37.25

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

池内　弘之 ＳＡＭ松本     39.474/ 21 一般
市川　智宏 ＢＭＳ小諸     40.194/ 12 一般
池上　　泰 ＩＳＣ駒ヶ根     46.633/ 73 一般
澤山　悟之 ＳＡＭ松本     47.033/ 84 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    44.71

順位
≪ S5 50～54歳 ≫

前田　真孝 ＩＳＣ駒ヶ根     45.143/ 61 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.22

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

藤井　正樹 ＭＡＸSS     42.183/ 41 一般
小泉　文和 ＳＳＣ篠ノ井     44.573/ 52 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.11

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

須田　智章 長野DS中央     41.603/ 31 一般
西沢　志俊 ＳＡＭ石芝     46.363/ 22 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.37

順位
≪ S4 55～59歳 ≫

菊池　義行 ＳＡＭ松本     49.132/ 61 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    43.11

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

西山　義弘 ＳＡＭ三輪     44.352/ 51 一般
伊藤　重通 ナガデン若里     51.122/ 42 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    49.40

順位
≪ S5 60～64歳 ≫

宇治　和則 ＡＦＡＳスワ   1:17.092/ 31 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    48.58

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

相澤　源保 ＳＳＣ上山田     51.842/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:49



3 / 3第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    48.58

順位
≪ S4 65～69歳 ≫

保坂　隆之 ＳＡＭ三輪   1:07.811/ 62 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年順位
≪ S2 70～74歳 ≫

川浦　健作 穂高ＳＣ     49.701/ 51 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    47.57

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

中野　　茂 大町ＳＳ     47.011/ 41 一般
･大会新

宮島　文一 ＩＳＣ高森     59.501/ 32 一般

No.38 男子 50m 平泳ぎ              タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    53.10

順位
≪ S4 70～74歳 ≫

石田　卓立 ＩＳＣ駒ヶ根     58.661/ 21 一般

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.74

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

岩原今日子 長野DS中央     28.872/ 81 一般
･大会新

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    42.79

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

降籏　　愛 ＳＡＭ松本     33.362/ 71 一般
･大会新

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.11

順位
≪ S1 40～44歳 ≫

向井　弥生 ＢＭＳ小諸     30.262/ 61 一般
･大会新

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.12

順位
≪ S3 40～44歳 ≫

大下　真紀 ＳＡＭ塩尻     45.452/ 51 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.77

順位
≪ S4 40～44歳 ≫

髙橋　智子 ＳＡＭ松本     43.812/ 41 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.75

順位
≪ S3 45～49歳 ≫

藤澤美奈代 ＡＦＡＳ伊那     35.872/ 31 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.53

順位
≪ S4 45～49歳 ≫

今井　澄江 ＢＭＳ佐久     41.502/ 21 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    38.54

順位
≪ S3 50～54歳 ≫

大澤久美子 ＢＭＳ佐久   1:15.062/ 11 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.92

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

佐藤　真里 ＩＳＣ高森     47.441/ 81 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    41.86

順位
≪ S3 60～64歳 ≫

山本さとみ 穂高ＳＣ     47.201/ 71 一般
宮脇　茂美 ＩＳＣ高森   1:03.991/ 62 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.58

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:49



2 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    39.58

順位
≪ S3 65～69歳 ≫

加藤せつ子 ＡＦＡＳスワ   1:00.131/ 51 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　  1:08.92

順位
≪ S2 70～74歳 ≫

太田　教子 ＡＦＡＳスワ   1:22.671/ 41 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    55.26

順位
≪ S3 70～74歳 ≫

杉山けさ代 ＳＳＣ篠ノ井   1:05.091/ 31 一般

No.39 女子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    58.86

順位
≪ S3 75～79歳 ≫

竹田　紀子 長野DS中央     57.331/ 11 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49



1 / 2第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    25.08

順位
≪ S1 18～24歳 ≫

中村　　翼 ＡＦＡＳ伊那     25.193/ 81 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.56

順位
≪ S2 18～24歳 ≫

吉川　　剛 ＩＳＣ飯田南     27.143/ 71 大1
中野　巧巳 ＳＡＭ塩尻     27.973/ 62 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.70

順位
≪ S1 25～29歳 ≫

中村　俊介 ナガデン若里     29.533/ 51 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    26.67

順位
≪ S2 25～29歳 ≫

田幸　大樹 ナガデン中野     27.643/ 41 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    30.14

順位
≪ S3 25～29歳 ≫

久保田晃太 ＩＳＣ飯田南     31.373/ 31 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    31.06

順位
≪ S4 25～29歳 ≫

三村　健祐 ＳＡＭ塩尻     30.153/ 21 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.09

順位
≪ S2 30～34歳 ≫

加藤　昭太 ＳＡＭ三輪     30.083/ 11 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.59

順位
≪ S3 30～34歳 ≫

北原　　祥 ＩＳＣ飯田     29.582/ 71 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.42

順位
≪ S2 35～39歳 ≫

永井　克仁 ＡＦＡＳス南     28.702/ 61 一般
下平　貴志 ＳＡＭ松本     29.322/ 42 一般
市川　洋輔 長野DS中央     30.122/ 53 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    28.33

順位
≪ S2 40～44歳 ≫

嶋本　大介 ＡＦＡＳスワ     29.282/ 31 一般

出力日時： 6月3日 15:49
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期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    32.68

順位
≪ S2 45～49歳 ≫

桜田　和昭 ＡＦＡＳスワ     30.822/ 21 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    29.85

順位
≪ S1 50～54歳 ≫

藤森　一俊 ＡＦＡＳスワ     31.721/ 71 一般

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    34.29

順位
≪ S2 55～59歳 ≫

丸山　　仁 ＳＡＭ長野     32.401/ 61 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    35.19

順位
≪ S3 55～59歳 ≫

松沢　　聡 ＡＦＡＳスワ     33.111/ 51 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    45.68

順位
≪ S5 55～59歳 ≫

山寺　正彦 ＩＳＣ駒ヶ根     42.841/ 31 一般
･大会新

No.40 男子 50m バタフライ          タイムレース決勝

氏　名 所　属   時  間水路学年

大会記録　    45.92

順位
≪ S2 70～74歳 ≫

寺澤　文雄 ＭＡＸSS     39.621/ 21 一般
･大会新

出力日時： 6月3日 15:49
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.42 男子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:41.77

≪ 119歳以下 ≫

長野DS中央   1:37.091/ 7 ･大会新

    23.72 ･大会新
松澤　直哉         ・宮澤　友静         ・清水　照汰         ・石坂　岳斗

第一正式

1

ＳＡＭ塩尻   1:48.961/ 6
    26.89 ･大会新

漆原　輝岳         ・赤羽　直哉         ・三村　健祐         ・中野　巧巳

第一正式

2

ＩＳＣ飯田   1:49.261/ 5
    27.16

山岸　達哉         ・折山　克浩         ・北原　　祥         ・原　　佳汰

第一正式

3

ＩＳＣ飯田南   1:54.331/ 3
    26.66

吉川　　剛      大1・久保田晃太         ・今井　一雄         ・廣澤　公樹

第一正式

4

ＳＡＭ長野   1:59.461/ 4
    28.86

中村　一貴         ・丸山　　仁         ・北村幸太郎      大1・小林　龍太

第一正式

5

No.42 男子 4×50m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:38.94

≪ 120～149歳 ≫

長野DS中央   1:47.551/ 2
    26.80

赤沼　弘裕         ・杉山　惠樹         ・滝沢　友基         ・青柳　未来

第一正式

1

ＳＡＭ松本   1:52.031/ 1
    27.50

山田　春樹         ・下平　貴志         ・沓掛　貴矢         ・渡邊　雄平

第一正式

2

出力日時： 6月3日 15:49
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.43 女子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    57.03

≪ 150～199歳 ≫

ＢＭＳ佐久A   1:00.233/ 2

今井　澄江         ・小池　好美         ・櫻井　一世         ・星野　瑛代

第一正式

1

長野DS中央   1:01.313/ 8

池島　華奈         ・中村　美佐         ・岩原今日子         ・山岸　徳子

第一正式

2

ＡＦＡＳ伊那   1:04.433/ 5

藤澤美奈代         ・林　　瑞穂         ・武田　美穂         ・千葉　　綾

第一正式

3

ＳＡＭ石芝   1:09.513/ 4

小祝　千果         ・川村　ゆふ         ・冷田　順子         ・花岡　礼子

第一正式

4

ＡＦＡＳス南   1:16.813/ 7

木川　理沙         ・村松　秀子         ・吉澤　利江         ・持丸　美香

第一正式

5

ＡＦＡＳスワC   1:28.383/ 6

篠原あきほ         ・山田　美華         ・桃澤婦紗子         ・丸山真美香

第一正式

6

ＳＡＭ長野  引継違反3/ 3

徳永　千年         ・藤澤　素子      大4・有賀喜美子         ・横田千亜希      大1

第一正式

No.43 女子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:02.72

≪ 200～249歳 ≫

ＡＦＡＳスワB   1:01.942/ 2 ･大会新

両角　久美         ・武井　園子         ・小松　　幸         ・橋原　浩子

第一正式

1

ＭＡＸSS   1:05.393/ 1

畔上恵美子         ・小川　悦子         ・中澤　明美         ・丑澤いずみ

第一正式

2

ＳＡＭ松本A   1:09.382/ 5

渡邊　和枝         ・滝澤三千代         ・師田　直子         ・西川　恭子

第一正式

3

ＳＳＣ上山田   1:10.882/ 6

大澤　佳奈         ・若林しづ枝         ・米澤　光子         ・大日方恵子

第一正式

4

ＩＳＣ駒ヶ根   1:19.272/ 4

岡田　敦子         ・竹村　慶子         ・塚本ちさと         ・呉本　優子

第一正式

5

ＳＡＭ松本B   1:19.442/ 3

舩瀬　芳子         ・村岡　直美         ・清水　敦子         ・横山亜由美

第一正式

6

No.43 女子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:11.77

≪ 250～299歳 ≫

出力日時： 6月3日 15:49
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.43 女子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　  1:11.77

≪ 250～299歳 ≫

ナガデン長野   1:12.921/ 6

関谷ひかり         ・菅沢　光子         ・滝澤　敬子         ・青木　徳子

第一正式

1

ＳＡＭ松本   1:23.591/ 5

樺山千枝美         ・堀内　律の         ・逸見冨美江         ・中田　由子

第一正式

2

ＢＭＳ佐久B   1:24.851/ 2

平林みえ子         ・小池　和恵         ・平林　八恵         ・小須田久美

第一正式

3

ＡＦＡＳスワA   1:27.491/ 3

林　　厚子         ・川村　恵子         ・竹田　直子         ・加藤せつ子

第一正式

4

穂高ＳＣ   1:32.321/ 4

斉藤美寿子         ・清水　智子         ・駒場　洋子         ・土岐つる代

第一正式

5

出力日時： 6月3日 15:49
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.44 男子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    45.85

≪ 150～199歳 ≫

ＭＡＸSS  A     46.963/ 8

三浦　　弘         ・小林　明夫         ・小林　貴弘         ・石井謹太朗

第一正式

1

ＡＦＡＳス南     48.653/ 7

久保田哲也         ・宮坂　貴之         ・向山　剛史         ・渡辺　昌彦

第一正式

2

ＡＦＡＳスワA     50.743/ 6

熊崎　昌幸         ・桜田　和昭         ・嶋本　大介         ・松田　　聡

第一正式

3

ＳＡＭ長野     52.142/ 5

中村　一貴         ・宮下　栄之         ・丸山　　仁         ・西澤　正樹

第一正式

4

ＭＡＸSS B     52.593/ 5

中村　洋介         ・中澤　繁幸         ・高野　　豊         ・白井　優佑

第一正式

5

穂高ＳＣ     52.853/ 4

大橋　正彦         ・中嶋　　勉         ・横澤　友昭         ・木下　翔平

第一正式

6

ＢＭＳ小諸 A     53.182/ 8

向井　孝司         ・小幡　　快         ・市川　智宏         ・小池　雅也      大3

第一正式

7

ＢＭＳ小諸 B     54.022/ 7

岩堀　裕之      大3・塩川　祐介         ・井戸川　隆         ・遠藤　恵一

第一正式

8

ＳＡＭ松本B     54.623/ 2

降籏　一道         ・守屋　昭宏         ・中野　洋介         ・小林　将也

第一正式

9

ＡＦＡＳスワB     55.333/ 3

高野　裕志         ・藤森　一俊         ・神村　雄一         ・藤森　裕志

第一正式

10

ＳＡＭ石芝     56.953/ 1

田多井遼河      大1・八木　秀明         ・小林　弘二         ・西沢　志俊

第一正式

11

ＩＳＣ高森     58.292/ 3

金山　天一         ・原　　正樹         ・川島　正裕         ・小椋　紀和

第一正式

12

ＩＳＣ高森     59.042/ 4

佐藤　瑛司         ・宮島　文一         ・関　　健志         ・福澤　　勲

第一正式

13

ＳＡＭ松本A   1:04.502/ 6

河内　健治         ・菊池　義行         ・澤山　悟之         ・丸山　政英

第一正式

14

ＳＡＭ石芝   1:04.862/ 2

福岡　靖太         ・畑　　遼一         ・百瀬　伸治         ・藤原　隆彦

第一正式

15

ＩＳＣ高森   1:13.072/ 1

湯澤　佳祐         ・和田　　高         ・壬生　　彰         ・鈴木　賢一

第一正式

16

出力日時： 6月3日 15:50
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第36回長野県マスターズスイミングフェスティバル
期日：2019年6月2日(日)              会場：アクアウィング(25m)

No.44 男子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    52.39

≪ 200～249歳 ≫

ＳＳＣ上山田     56.201/ 8

小林　一晴         ・斉間　紀一         ・甘利　靖之         ・北澤　　寛

第一正式

1

ＡＦＡＳス南     59.081/ 6

永井　克仁         ・上條　健一         ・北村　義隆         ・小山　和也

第一正式

2

ＳＡＭ三輪     59.741/ 5

加藤　昭太         ・湯浅　昌治         ・藤澤　善博         ・橋本　正勝

第一正式

3

ＩＳＣ駒ヶ根   1:03.641/ 7

下島　　崇         ・石田　卓立         ・池上　　泰         ・北島　孝純

第一正式

4

ＩＳＣ飯田A   1:03.921/ 4

下田　哲矢         ・宮内　正勝         ・進藤　直樹         ・金田　隆之

第一正式

5

ナガデン若里   1:06.991/ 3

小山　　裕         ・伊藤　重通         ・中澤　　篤         ・北沢榮一郎

第一正式

6

No.44 男子 4×25m フリーリレー        タイムレース決勝

チーム名   時  間水路 新記録

大会記録　    59.85

≪ 250～299歳 ≫

ＭＡＸSS   1:01.111/ 2

五明　浩之         ・寺澤　文雄         ・藤井　正樹         ・石井　孝男

第一正式

1

大町ＳＳ   1:01.311/ 1

角皆　優人         ・北澤　　寛         ・中野　　茂         ・大塚　敏記

第一正式

2

出力日時： 6月3日 15:50


	002_154606
	003_154615
	004_154621
	005_154628
	006_154633
	007_154638
	008_154644
	009_154650
	010_154655
	011_154700
	012_154705
	013_154710
	014_154716
	015_154721
	016_154727
	017_154733
	018_154738
	019_154743
	020_154748
	021_154753
	022_154759
	023_154804
	024_154813
	025_154819
	026_154826
	027_154832
	028_154837
	029_154841
	030_154847
	031_154852
	032_154857
	033_154902
	034_154908
	035_154913
	036_154919
	037_154924
	038_154929
	039_154936
	040_154942
	042_154952
	043_154959
	044_155012

