
第１回兵庫県マスターズ水泳選手権大会登録団体別申込種目一覧表

13417
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｊｏｋｅｒｓ
性別: 申込種目:

橋本　妙子 ﾊｼﾓﾄ ﾀｴｺ 一般1 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

横山　正義 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 一般2 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

石躍　孝幸 ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 一般3 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般4 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

27006
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ関西
性別: 申込種目:

梶原　和子 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｺ 一般1 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般2 女子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

2800B
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI大久保
性別: 申込種目:

中石　　光          ﾅｶｲｼ ﾕｽﾞｷ           一般1 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

中塔　貴志          ﾅｶﾄｳ ﾀｶｼ            一般2 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般3 男子 自由形  100m ３０～３４歳

橋口　良太          ﾊｼｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ          一般4 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

2800D
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI新長田
性別: 申込種目:

埜渡夕有子          ﾉﾜﾀﾘ ﾕｳｺ            一般1 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般2 女子 自由形  100m ３０～３４歳

一般3 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

林　　正秀          ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般5 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

中村　知暁          ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ            一般6 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

曽川　　昂          ｿｶﾞﾜ ﾀｶｼ            一般7 男子 自由形   50m １８～２４歳

竹田　　豊          ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ            一般8 男子 自由形  100m ６０～６４歳

鴨川　　豊          ｶﾓｶﾞﾜ ﾕﾀｶ           一般9 男子 自由形   50m ４０～４４歳

木元明日香          ｷﾓﾄ ｱｽｶ             一般10 女子 自由形   50m ２５～２９歳

荊尾　敬一          ｶﾀﾗｵ ｹｲｲﾁ           一般11 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般12 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般13 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

寺本　達宏          ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ           一般14 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般15 男子 自由形  100m ３５～３９歳

柴垣　純子          ｼﾊﾞｶﾞｷ ｽﾐｺ          一般16 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般17 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

山田　修士          ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ          一般18 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般19 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

陳　　栄一          ﾁﾝ ｴｲｲﾁ             一般20 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般21 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

山下　泰史          ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ            一般22 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般23 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

橋本　恭子          ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳｺ           一般24 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

中尾　恵子          ﾅｶｵ ｹｲｺ             一般25 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般26 女子 自由形  100m ５０～５４歳

中尾　和文          ﾅｶｵ ｶｽﾞﾌﾐ           一般27 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般28 男子 自由形  100m ５０～５４歳

蔭山　悟史          ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾄｼ           一般29 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般30 男子 自由形  100m ３５～３９歳
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吾妻　由貴          ｱｽﾞﾏ ﾕｷ             一般31 女子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

28724
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県警
性別: 申込種目:

岡田　俊明          ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ           一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般2 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

浅野　健一          ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ            一般3 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

竹内　秀夫          ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ           一般5 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般6 男子 自由形  100m ３０～３４歳

木庭　和彦          ｷﾆﾜ ｶｽﾞﾋｺ           一般7 男子 自由形  100m ３０～３４歳

一般8 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

谷口　　渉          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ           一般9 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般10 男子 自由形  100m ３０～３４歳

成田　大輔          ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ           一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般12 男子 自由形  100m ３０～３４歳

楢原　健一          ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ           一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般14 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

松山　明憲          ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾉﾘ           一般15 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般16 男子 自由形  100m １８～２４歳

下村　政美          ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾐ            一般17 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

28766
氏名: カナ: 学校:No.:

大和軌道製造
性別: 申込種目:

尾崎　大輝          ｵｻｷ ﾀﾞｲｷ            一般1 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

藪口　敦生          ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾂｵ          一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

尾塩　温史          ｵｼｵ ｱﾂｼ             一般5 男子 自由形  100m ５５～５９歳

一般6 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般7 男子 バタフライ  100m ５５～５９歳

寳　　奨平          ﾀｶﾗ ｼｮｳﾍｲ           一般8 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般9 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

西田　恵太          ﾆｼﾀﾞ ｹｲﾀ            一般10 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般11 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

藤井　慎也          ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾔ            一般12 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般13 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

28798
氏名: カナ: 学校:No.:

上野製薬
性別: 申込種目:

常岡　靖文          ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

藤本　茂男          ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ          一般1 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI東加古
性別: 申込種目:

田中　正幸          ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ            一般1 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

小川　武博          ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ           一般3 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般4 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

岩脇　政明          ｲﾜﾜｷ ﾏｻｱｷ           一般5 男子 自由形   50m ５５～５９歳

2/18 ページ2012年7月14日 17:32:05



第１回兵庫県マスターズ水泳選手権大会登録団体別申込種目一覧表
岩脇　政明          ｲﾜﾜｷ ﾏｻｱｷ           一般6 男子 自由形  100m ５５～５９歳

北山　二朗          ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ           一般7 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

西本　恒孝          ﾆｼﾓﾄ ﾂﾈﾀｶ           一般9 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般10 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

藤澤　　誠          ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ           一般11 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般12 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

坂田　　亨          ｻｶﾀ ﾄｵﾙ             一般13 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般14 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般15 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

宇田　　崇          ｳﾀﾞ ﾀｶｼ             一般16 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般17 男子 自由形  100m ４０～４４歳

安藤　昌樹          ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ           一般18 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般19 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

栢沼美智子          ｶﾔﾇﾏ ﾐﾁｺ            一般20 女子 自由形   50m ８０～８４歳

一般21 女子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

大久保節子          ｵｵｸﾎﾞ ｾﾂｺ           一般22 女子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般23 女子 平泳ぎ  100m ８０～８４歳

升田美千子          ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ            一般24 女子 自由形  100m ７０～７４歳

一般25 女子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

一般26 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

竹谷すま子          ﾀｹﾀﾆ ｽﾏｺ            一般27 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般28 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

上垣　照子          ｳｴｶﾞｷ ﾃﾙｺ           一般29 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般30 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

中尾　海子          ﾅｶｵ ｶｲｺ             一般31 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般32 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般33 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

中西　鈴子          ﾅｶﾆｼ ｽｽﾞｺ           一般34 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般35 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般36 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

井上　雅子          ｲﾉｳｴ ﾏｻｺ            一般37 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般38 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

藤浪奈加子          ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ          一般39 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般40 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

渡辺　聡美          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ           一般41 女子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

伊藤真由美          ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ             一般42 女子 自由形  100m ４０～４４歳

一般43 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

岩角　　愛          ｲﾜｽﾐ ｱｲ             一般44 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般45 女子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般46 女子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

杉木　勝彦          ｽｷﾞｷ ｶﾂﾋｺ           一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

前田　裕介          ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ           一般2 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般3 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

惣田佳奈子          ｿｳﾀﾞ ｶﾅｺ            一般4 女子 自由形  100m ３０～３４歳

一般5 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

田中　一広          ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ           一般6 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

STGﾊﾟﾃｨｵ
性別: 申込種目:

阿部恵美子          ｱﾍﾞ ｴﾐｺ             一般1 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 女子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

竹田　公美          ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ             一般3 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般5 女子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

小野　真理          ｵﾉ ﾏﾘ               一般6 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般7 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

伊坂知江美          ｲｻｶ ﾁｴﾐ             一般8 女子 自由形  100m ５０～５４歳

船橋　雅子          ﾌﾅﾊｼ ﾏｻｺ            一般9 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

下河　喜恵          ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ            一般10 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般11 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

藤井たづ子          ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾞｺ           一般12 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般13 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

辻　　憲昭          ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ            一般14 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般15 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

一般16 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

石原　正徳          ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ           一般17 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般18 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

一般19 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

橋谷　秀雄          ﾊｼﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ           一般20 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般21 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

森岡　身能          ﾓﾘｵｶ ﾐﾖｼ            一般22 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI西宮
性別: 申込種目:

高畑　政代          ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾖ            一般1 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般2 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

岩城ちづる          ｲﾜｷ ﾁﾂﾞﾙ            一般3 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

岳野久仁子          ﾀｹﾉ ｸﾆｺ             一般4 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般5 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

松永　文江          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾌﾐｴ           一般6 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

横山　恵子          ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ            一般7 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

吉田　明子          ﾖｼﾀﾞ ｱｷｺ            一般8 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般9 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

能登　和子          ﾉﾄ ｶｽﾞｺ             一般10 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般11 女子 自由形  100m ７０～７４歳

廣渡　洋子          ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾖｳｺ           一般12 女子 自由形   50m ５５～５９歳

辺見　純至          ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ           一般13 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般14 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般15 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

松本　直治          ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾊﾙ           一般16 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般17 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

加藤泰一郎          ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁﾛｳ          一般18 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

上原　俊作          ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝｻｸ          一般19 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般20 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般21 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

小菊　牧夫          ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ            一般22 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般23 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

井上　勝義          ｲﾉｳｴ ｶﾂﾖｼ           一般24 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳
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井上　勝義          ｲﾉｳｴ ｶﾂﾖｼ           一般25 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般26 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

池辺　保明          ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ           一般27 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般28 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

28825
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI明石
性別: 申込種目:

美田佳壽彦          ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ            一般1 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

山本　末喜          ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

奥山　峯助          ｵｸﾔﾏ ﾐﾈｽｹ           一般5 男子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

山内　孝浩          ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾋﾛ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

宮田　俊明          ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ            一般7 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般8 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

大西　健介          ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ           一般9 男子 自由形  100m ３５～３９歳

浜崎　秀人          ﾊﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾄ           一般10 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

吉田　増夫          ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ            一般11 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般12 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

渡辺　達也          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ           一般13 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般14 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

井上　郁夫          ｲﾉｳｴ ｲｸｵ            一般15 男子 自由形   50m ７５～７９歳

山口　忠雄          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ          一般16 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般17 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

渋谷　　衛          ｼﾌﾞﾀﾆ ﾏﾓﾙ           一般18 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般19 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

井筒　星一          ｲﾂﾞﾂ ｾｲｲﾁ           一般20 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般21 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

伊藤セイ子          ｲﾄｳ ｾｲｺ             一般22 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般23 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

竹内まさ子          ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ            一般24 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般25 女子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

28826
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

小島　愛子          ｺｼﾞﾏ ｱｲｺ            一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

小野美千子          ｵﾉ ﾐﾁｺ              一般3 女子 自由形  100m ８５～８９歳

一般4 女子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

石原　　宏          ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ            一般5 男子 自由形   50m ５５～５９歳

増崎　敏文          ﾏｽｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ          一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

岸本　仁子          ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ            一般8 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

英保　達子          ｱﾎﾞ ﾀﾂｺ             一般9 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般10 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

矢澤　明子          ﾔｻﾞﾜ ｱｷｺ            一般11 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般12 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

中谷　敏子          ﾅｶﾀﾆ ﾄｼｺ            一般13 女子 自由形   50m ６０～６４歳

松崎　詢子          ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ         一般14 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般15 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般16 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

鳩嵜　裕子          ﾊﾄｻﾞｷ ﾕｳｺ           一般17 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳
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前川　孝司          ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ            一般18 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般19 男子 個人メドレー  200m ７０～７４歳

前川茂登子          ﾏｴｶﾜ ﾓﾄｺ            一般20 女子 自由形   50m ７５～７９歳

一般21 女子 自由形  100m ７５～７９歳

新井　孝子          ｱﾗｲ ﾀｶｺ             一般22 女子 自由形   50m ６０～６４歳

水上佐智子          ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｻﾁｺ          一般23 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般24 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

立石　有子          ﾀﾃｲｼ ﾕｳｺ            一般25 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般26 女子 自由形  100m ７０～７４歳

奥田　紀子          ｵｸﾀﾞ ﾉﾘｺ            一般27 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般28 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

薩川　紀子          ｻﾂｶﾜ ﾄｼｺ            一般29 女子 自由形   50m ７５～７９歳

一般30 女子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

間處ひさ子          ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋｻｺ           一般31 女子 自由形   50m ６０～６４歳

28828
氏名: カナ: 学校:No.:

本山ＳＳ
性別: 申込種目:

小山　直美          ｺﾔﾏ ﾅｵﾐ             一般1 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

谷口　宣子          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ           一般2 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般3 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

佐藤　節子          ｻﾄｳ ｾﾂｺ             一般4 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般5 女子 自由形  100m ７０～７４歳

一般6 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

藤田　良子          ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ           一般7 女子 自由形  100m ５５～５９歳

内田　暁美          ｳﾁﾀﾞ ｱｹﾐ            一般8 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般9 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

藤井　智子          ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ            一般10 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般11 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

美崎　陽香          ﾐｻｷ ﾊﾙｶ             一般12 女子 個人メドレー  200m １８～２４歳

藤山　理恵          ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｴ            一般13 女子 自由形  100m ３５～３９歳

28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別: 申込種目:

南　　栄治 ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ 一般1 男子 自由形  100m ４０～４４歳

山本　　勲          ﾔﾏﾓﾄ ｲｻｵ            一般2 男子 バタフライ   50m ７０～７４歳

一般3 男子 バタフライ  100m ７０～７４歳

28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

波多野雪夫          ﾊﾀﾉ ﾕｷｵ             一般1 男子 自由形  100m ６５～６９歳

椿原　健作          ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｹﾝｻｸ         一般2 男子 自由形   50m ６０～６４歳

金　　康弘          ｷﾝ ﾔｽﾋﾛ             一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

大橋　充典          ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ           一般4 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般5 男子 自由形  100m ５０～５４歳

栗花落昌和          ﾂﾕ ﾏｻｶｽﾞ            一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

青木　広海          ｱｵｷ ﾋﾛﾐ             一般7 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

生木　達也          ﾅﾏｷ ﾀﾂﾔ             一般8 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般9 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

中出　昭子          ﾅｶﾃﾞ ｱｷｺ            一般10 女子 自由形   50m ６５～６９歳

柳原　友子          ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ          一般11 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般12 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

姫路　惠子          ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ            一般13 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般14 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳
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虎城　民枝          ｺｼﾞｮｳ ﾀﾐｴ           一般15 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般16 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

植田　治美          ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ            一般17 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般18 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般19 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

小林美奈子          ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ           一般20 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般21 女子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

岡崎　明美          ｵｶｻﾞｷ ｱｹﾐ           一般22 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般23 女子 バタフライ   50m ４５～４９歳

牧野　浩美          ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ             一般24 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般25 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

阿南　智子          ｱﾅﾝ ﾄﾓｺ             一般26 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般27 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

木村　悦子          ｷﾑﾗ ｴﾂｺ             一般28 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般29 女子 背泳ぎ  100m ３０～３４歳

藤尾　　香          ﾌｼﾞｵ ｶｵﾘ            一般30 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般31 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

山口　陽子          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ           一般32 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般33 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

橋詰　幸代          ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾁﾖ           一般34 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般35 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

28839
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ須磨
性別: 申込種目:

梶川　　泉          ｶｼﾞｶﾜ ｲｽﾞﾐ          一般1 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

山田　勝己          ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ            一般2 男子 自由形   50m ５０～５４歳

杉永　一顕          ｽｷﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞｱｷ        一般3 男子 自由形  100m ４５～４９歳

香川　一成          ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ          一般4 男子 自由形   50m ４５～４９歳

木村　秀義          ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

塩崎　幹夫          ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ           一般7 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般8 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般9 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

野村　三枝          ﾉﾑﾗ ﾐｴ              一般10 女子 自由形   50m ５０～５４歳

林　真由美          ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ             一般11 女子 自由形  100m ４５～４９歳

一般12 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

藤本　理恵          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｴ            一般13 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般14 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

木村　満帆          ｷﾑﾗ ﾏﾎ              一般15 女子 自由形  100m ３５～３９歳

一般16 女子 バタフライ   50m ３５～３９歳

杉田　倫栄          ｽｷﾞﾀ ﾐﾁｴ            一般17 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般18 女子 自由形  100m ３０～３４歳

28844
氏名: カナ: 学校:No.:

SUNMALL
性別: 申込種目:

東　　　伸          ｱｽﾞﾏ ｼﾝ             一般1 男子 自由形   50m ５５～５９歳

岡田　千鶴          ｵｶﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ           一般2 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

浜中　律子          ﾊﾏﾅｶ ﾘﾂｺ            一般3 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

山野　宏樹          ﾔﾏﾉ ﾋﾛｷ             一般4 男子 バタフライ  100m １８～２４歳

虫島　和美          ﾑｼｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ          一般5 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般6 女子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

園　　勝二          ｿﾉ ｶﾂｼﾞ             一般7 男子 自由形   50m ６５～６９歳
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園　　勝二          ｿﾉ ｶﾂｼﾞ             一般8 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

有近　友介          ｱﾘﾁｶ ﾕｳｽｹ           一般9 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

一般10 男子 バタフライ  100m １８～２４歳

福島　充佳          ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾖｼ           一般11 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

澤田　照一          ｻﾜﾀﾞ ﾃﾙｲﾁ           一般12 男子 自由形   50m ７０～７４歳

金子　　明          ｶﾈｺ ｱｷﾗ             一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般14 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

岡野　孝史          ｵｶﾉ ﾀｶｼ             一般15 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般16 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

28845
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇天神池
性別: 申込種目:

小田　幸恵          ｵﾀﾞ ﾕｷｴ             一般1 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般2 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

市場千恵子          ｲﾁﾊﾞ ﾁｴｺ            一般3 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般4 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

川根　真理          ｶﾜﾈ ﾏﾘ              一般5 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般6 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

安田　美紗          ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ             一般7 女子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般8 女子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

岩倉　洋之          ｲﾜｸﾗ ﾋﾛﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般2 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

芦谷　元一          ｱｼﾀﾆ ﾓﾄｶｽﾞ          一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

宮前　成人          ﾐﾔﾏｴ ﾅﾙﾋﾄ           一般4 男子 自由形  100m ４０～４４歳

室井　雄達          ﾑﾛｲ ﾕｳﾀﾂ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

山本　　亨          ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ            一般6 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般7 男子 自由形  100m ３０～３４歳

武田　泰代          ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾖ            一般8 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

山口　好美          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾐ           一般9 女子 自由形   50m ５５～５９歳

加古ひとみ          ｶｺ ﾋﾄﾐ              一般10 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般11 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

28852
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ妙法寺
性別: 申込種目:

原田　翔太          ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ           一般1 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

大塚　裕馬          ｵｵﾂｶ ﾕｳﾏ            大学（4）2 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

岡田眞理子          ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ            一般3 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

大黒　香里          ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ            一般5 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

田村　清美          ﾀﾑﾗ ｷﾖﾐ             一般6 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

藤嶋　冬美          ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ           一般7 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

北村　　萌          ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ             大学（2）8 女子 自由形  100m １８～２４歳

大学（2）9 女子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

28857
氏名: カナ: 学校:No.:

神鉄ＳＳ
性別: 申込種目:

梅木美紀子          ｳﾒｷ ﾐｷｺ             一般1 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般3 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

足立　博文          ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ           一般4 男子 自由形   50m ６０～６４歳
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足立　博文          ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ           一般5 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

横山　　修          ﾖｺﾔﾏ ｵｻﾑ            一般6 男子 自由形   50m ７０～７４歳

臼井　哲也          ｳｽｲ ﾃﾂﾔ             一般7 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般8 男子 自由形  100m ５５～５９歳

一般9 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

小山　圭子          ｺﾔﾏ ｹｲｺ             一般10 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

村津　淳子          ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ             一般11 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般12 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI三田
性別: 申込種目:

川名　征二          ｶﾜﾅ ｾｲｼﾞ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

上月　研一          ｺｳﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ          一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

山口まゆみ          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ           一般4 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般5 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

上山富美子          ｳｴﾔﾏ ﾌﾐｺ            一般6 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

一般7 女子 個人メドレー  200m ７０～７４歳

金ケ江勝枝          ｶﾈｶﾞｴ ｶﾂｴ           一般8 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

一般9 女子 バタフライ  100m ６０～６４歳

横山　藤子          ﾖｺﾔﾏ ﾌｼﾞｺ           一般10 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般11 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

瀬尾　洋子          ｾｵ ﾖｳｺ              一般12 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般13 女子 自由形  100m ６５～６９歳

髙落　且子          ﾀｶﾑﾗ ｶﾂｺ            一般14 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般15 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

榎　　幸子          ｴﾉｷ ｻﾁｺ             一般16 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般17 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

白髭　久子          ｼﾗﾋｹﾞ ﾋｻｺ           一般18 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般19 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般20 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

梁　　真理          ﾘｮｳ ﾏﾘ              一般21 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般22 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

山﨑　眞一          ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ           一般1 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

北川　友昭          ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ          一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

戸塚　丈博          ﾄﾂｶ ﾀｹﾋﾛ            一般4 男子 自由形   50m ４５～４９歳

横田建一郎          ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ          一般5 男子 自由形   50m ３５～３９歳

松浦　孝彦          ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ           一般6 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

戸塚いづみ          ﾄﾂｶ ｲﾂﾞﾐ            一般7 女子 自由形   50m ４５～４９歳

榮　　美和          ｻｶｴ ﾐﾜ              一般8 女子 自由形   50m ４０～４４歳

田口　杏奈          ﾀｸﾞﾁ ｱﾝﾅ            一般9 女子 自由形   50m １８～２４歳

28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

下山　雅裕          ｼﾓﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

中村　友祐          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ           一般2 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

梨本　良二          ﾅｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ          一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

番園　雅矢          ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ          一般5 男子 バタフライ   50m １８～２４歳
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番園　雅矢          ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ          一般6 男子 バタフライ  100m １８～２４歳

出井　志歩          ｲｽﾞｲ ﾕｷﾎ            一般7 女子 自由形   50m １８～２４歳

杉本　君江          ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾐｴ           一般8 女子 自由形   50m ７５～７９歳

小山　路子          ｺﾔﾏ ﾐﾁｺ             一般9 女子 自由形   50m ６０～６４歳

高井千鶴子          ﾀｶｲ ﾁｽﾞｺ            一般10 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般11 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

中薮　妙子          ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ           一般12 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般13 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

吉本みどり          ﾖｼﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ           一般14 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般15 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

垣谷真紀子          ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ            一般16 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

秋友　玲子          ｱｷﾄﾓ ﾚｲｺ            一般17 女子 自由形   50m ２５～２９歳

向井　良恵          ﾑｶｲ ﾖｼｴ             一般18 女子 自由形  100m ４５～４９歳

一般19 女子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

喜納　敏明          ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ            一般20 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般21 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

仲埜伸太郎          ﾅｶﾉ ｼﾝﾀﾛｳ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般2 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般3 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

福永　年秋          ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ          一般4 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般5 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

渡辺　　淳          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ          一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般7 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

松本　崇史          ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ            一般8 男子 自由形   50m ３５～３９歳

西面　裕矢          ｻｲﾒﾝ ﾕｳﾔ            一般9 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

後藤　庸子          ｺﾞﾄｳ ﾂﾈｺ            一般10 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

大久保友美          ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ           一般11 女子 自由形   50m ３５～３９歳

松本江利香          ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ            一般12 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

山端　千里          ﾔﾏﾊﾞﾅ ﾁｻﾄ           一般13 女子 自由形  100m ３０～３４歳

一般14 女子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

28886
氏名: カナ: 学校:No.:

ようかＳＳ
性別: 申込種目:

米田　啓祐          ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｽｹ           一般1 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般2 男子 自由形  100m ７０～７４歳

竹中　利通          ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾁ           一般3 男子 自由形  100m ５５～５９歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般5 男子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

28887
氏名: カナ: 学校:No.:

McS加古川
性別: 申込種目:

姫野　幸雄          ﾋﾒﾉ ﾕｷｵ             一般1 男子 自由形   50m ８０～８４歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般3 男子 バタフライ   50m ８０～８４歳

木村　成逸          ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁ            一般4 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

本多　敏美          ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾐ            一般6 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般7 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

三木　啓司          ﾐｷ ｹｲｼﾞ             一般8 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

西村　俊彦          ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ           一般9 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳
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古橋　賢悟          ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ           一般10 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

長谷川裕康          ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ          一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

野村　洋人          ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ             一般12 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般13 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

前田　彩子          ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ            一般14 女子 自由形  100m ４０～４４歳

佐々木まゆみ        ｻｻｷ ﾏﾕﾐ             一般15 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般16 女子 自由形  100m ４０～４４歳

杉本　泰代          ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾖ           一般17 女子 自由形  100m ３５～３９歳

本多　望聖          ﾎﾝﾀﾞ ﾐｻﾄ            一般18 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般19 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

塩川阿弥美          ｼｵｶﾜ ｱﾔﾐ            一般20 女子 自由形   50m ２５～２９歳

上田紗耶子          ｳｴﾀﾞ ｻﾔｺ            一般21 女子 自由形   50m ２５～２９歳

岡本　理花          ｵｶﾓﾄ ﾘｶ             一般22 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般23 女子 自由形  100m １８～２４歳

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

北町Ｖｉｖｏ
性別: 申込種目:

大石　貴志          ｵｵｲｼ ﾀｶｼ            一般1 男子 自由形  100m ３０～３４歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般3 男子 背泳ぎ  100m ３０～３４歳

吉田　倶子          ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ            一般4 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般5 女子 自由形  100m ７０～７４歳

梅田　園子          ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ            一般6 女子 自由形  100m ５０～５４歳

一般7 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

川畑　勇次          ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ          一般8 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般9 男子 自由形  100m ５５～５９歳

山形淳一郎          ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ      一般10 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般11 男子 自由形  100m ４５～４９歳

28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

星　真奈美          ﾎｼ ﾏﾅﾐ              一般1 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

小林　史明          ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ          一般2 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

28929
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＧＳＴ
性別: 申込種目:

長井　康祐          ﾅｶﾞｲ ｺｳｽｹ           大学（3）1 男子 自由形   50m １８～２４歳

大学（3）2 男子 自由形  100m １８～２４歳

2899Z
氏名: カナ: 学校:No.:

個人
性別: 申込種目:

福井　　稔 ﾌｸｲ ﾐﾉﾙ 一般1 男子 自由形  100m ８５～８９歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

古川登輝男 ﾌﾙｶﾜ ﾄｷｵ 一般3 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般4 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

山本　雄二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 一般5 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般6 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

村田　善紀 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ 一般7 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般8 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般9 男子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

近藤　利浩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 一般10 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般11 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

黄田　俊英 ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 一般12 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳
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黄田　俊英 ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 一般13 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

山田　洋見 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 一般14 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般15 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

高﨑　光生 ﾀｶｻｷ ﾐﾂｵ 一般16 男子 自由形   50m ４０～４４歳

黒石裕治郎 ｸﾛｲｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 一般17 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

小畑　克也 ｵﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ 一般18 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般19 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

馬場　雅彦 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾋｺ 一般20 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般21 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

濱田　秀昭 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 一般22 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般23 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

松永　公一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 一般24 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般25 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

滝井　幸治 ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ 一般26 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般27 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

岩下　真三 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ 一般28 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般29 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

松原　彰儀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾖｼ 一般30 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般31 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般32 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

寺嶋　明子 ﾃﾗｼﾏ ｱｷｺ 一般33 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

速水　綾子 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ 一般34 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般35 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

橘　　知恵 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ 一般36 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般37 女子 バタフライ   50m ３５～３９歳

宮田　知子 ﾐﾔﾀ ﾄﾓｺ 一般38 女子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般39 女子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

一戸　蓮実 ｲﾁﾉﾍ ﾊｽﾐ 一般40 女子 自由形  100m １８～２４歳

一般41 女子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

向谷　　友 ﾑｶｲﾀﾞﾆ ﾄﾓ 一般42 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般43 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

一般44 女子 個人メドレー  200m １８～２４歳

28Z01
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｆ．Ｓ．Ｔ
性別: 申込種目:

藤田將太郎          ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾀﾛｳ          一般1 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

一般2 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

磯部　直樹          ｲｿﾍﾞ ﾅｵｷ            一般3 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

福田　　渉          ﾌｸﾀﾞ ｱﾕﾑ            一般5 男子 自由形  100m ２５～２９歳

井上　祐陽          ｲﾉｳｴ ﾕｳﾋ            一般6 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

一般7 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

陶山　淳子          ｽﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ           一般8 女子 自由形  100m ２５～２９歳

一般9 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

山口みずえ          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｴ          一般10 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般11 女子 自由形  100m ２５～２９歳

28Z03
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＡＳ姫路
性別: 申込種目:

甲斐美佐緒          ｶｲ ﾐｻｵ              一般1 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 女子 自由形  100m ４５～４９歳

一般3 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳
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28Z05
氏名: カナ: 学校:No.:

VSHARK
性別: 申込種目:

時實　令子 ﾄｷｻﾞﾈ ﾚｲｺ 一般1 女子 自由形   50m ６０～６４歳

森貞　貴秀          ﾓﾘｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ         一般2 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

中森あさみ          ﾅｶﾓﾘ ｱｻﾐ            一般3 女子 自由形   50m ２５～２９歳

住本　進悟          ｽﾐﾓﾄ ｼﾝｺﾞ           一般4 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般5 男子 自由形  100m ３０～３４歳

中西　幸子          ﾅｶﾆｼ ｻﾁｺ            一般6 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般7 女子 自由形  100m ６５～６９歳

ＮｏｒｔｏｎＭａｒｋ ﾉｰﾄﾝ ﾏｰｸ            一般8 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般9 男子 自由形  100m ５０～５４歳

新屋　一彦          ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ           一般10 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般11 男子 自由形  100m ４０～４４歳

28Z06
氏名: カナ: 学校:No.:

WOODY
性別: 申込種目:

中川　晃成          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾅﾘ          一般1 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

一般2 男子 バタフライ  100m ３０～３４歳

西本　洋美          ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ            一般3 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

江原　藍子          ｴﾊﾞﾗ ｱｲｺ            一般4 女子 自由形   50m ２５～２９歳

久下みなみ          ｸｹﾞ ﾐﾅﾐ             一般5 女子 自由形   50m １８～２４歳

28Z07
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス芦屋
性別: 申込種目:

小田　省一          ｵﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ           一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 男子 自由形  100m ６０～６４歳

飯田　浩夫          ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｵ            一般3 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

木村　伸江          ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ            一般4 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般5 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

28Z08
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱｸﾄｽ加古川
性別: 申込種目:

池渕　雅生          ｲｹﾌﾞﾁ ﾏｻｵ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

大瀬　幸蔵          ｵｵｾ ｺｳｿﾞｳ           一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

大村　祐樹          ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ            一般4 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般5 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

高谷　勝平          ﾀｶﾀﾆ ｶﾂﾍｲ           一般6 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

西　　宏哉          ﾆｼ ﾋﾛﾔ              一般7 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

28Z09
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス神戸
性別: 申込種目:

高田　勝三          ﾀｶﾀ ｼｮｳｿﾞｳ          一般1 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般3 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

加藤　由彦          ｶﾄｳ ﾖｼﾋｺ            一般4 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般5 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

櫻井　光昭          ｻｸﾗｲ ﾐﾂｱｷ           一般6 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般7 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般8 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

堤　　　茂          ﾂﾂﾐ ｼｹﾞﾙ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

織田　　隆          ｵﾀﾞ ﾀｶｼ             一般11 男子 自由形   50m ４５～４９歳
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織田　　隆          ｵﾀﾞ ﾀｶｼ             一般12 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般13 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

堀江　祐三          ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ           一般14 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

渡辺　義道          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾁ          一般15 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般16 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

松本　聡子          ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｺ            一般17 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般18 女子 自由形  100m ４５～４９歳

石本知香枝          ｲｼﾓﾄ ﾁｶｴ            一般19 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般20 女子 自由形  100m ４０～４４歳

石本　　大          ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾙ            一般21 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般22 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

山中　陽香          ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ            一般23 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般24 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

星川　幸子          ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ            一般25 女子 自由形   50m ６０～６４歳

辻本　康子          ﾂｼﾞﾓﾄ ﾔｽｺ           一般26 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

北野　厚子          ｷﾀﾉ ｱﾂｺ             一般27 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般28 女子 自由形  100m ５５～５９歳

田中　咲美          ﾀﾅｶ ｻｷﾐ             一般29 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般30 女子 自由形  100m ６５～６９歳

工藤　高見          ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ            一般31 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般32 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般33 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

両部富貴子          ﾘｮｳﾍﾞ ﾌｷｺ           一般34 女子 自由形   50m ６０～６４歳

田原　千春          ﾀﾊﾗ ﾁﾊﾙ             一般35 女子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

加味　康子          ｶﾐ ﾔｽｺ              一般36 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般37 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

山本　和彦          ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ          一般38 男子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般39 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

中谷　信博          ﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ          一般40 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般41 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

中根　千寿          ﾅｶﾈ ﾁｽﾞ             一般42 女子 自由形  100m ４５～４９歳

岸田　詠次          ｷｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ           一般43 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般44 男子 自由形  100m ３０～３４歳

藤田　千歳          ﾌｼﾞﾀ ﾁﾄｾ            一般45 女子 自由形   50m １８～２４歳

28Z10
氏名: カナ: 学校:No.:

エンドスイム
性別: 申込種目:

照屋　博康          ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾔｽ            一般1 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

安本　直樹          ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ            一般3 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般4 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

28Z11
氏名: カナ: 学校:No.:

グンゼ西宮
性別: 申込種目:

川脇　理恵          ｶﾜﾜｷ ﾘｴ             一般1 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般2 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

吉田　　薫          ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ            一般3 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般4 女子 自由形  100m ２５～２９歳

一般5 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

岡見　紀夫          ｵｶﾐ ﾉﾘｵ             一般6 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般7 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

日向　泰三          ﾋｭｳｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ         一般8 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳
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日向　泰三          ﾋｭｳｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ         一般9 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

若林　晶子          ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ          一般10 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般11 女子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

鷲津　公彦          ﾜｼﾂﾞ ｷﾐﾋｺ           一般12 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般13 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

山本　豊子          ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｺ            一般14 女子 バタフライ  100m ６５～６９歳

重見　洋子          ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ            一般15 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

和住　泰子          ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ            一般16 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

田中　孝志          ﾀﾅｶ ﾀｶｼ             一般17 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

28Z12
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMIｼﾞｪｰﾑｽ
性別: 申込種目:

片平　茂樹          ｶﾀﾋﾗ ｼｹﾞｷ           一般1 男子 自由形   50m ７０～７４歳

次原　　理          ﾂｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ           一般2 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

林野　克己          ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ            一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般5 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

縄船　広治          ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ           一般6 男子 自由形   50m ４０～４４歳

大野　昭夫          ｵｵﾉ ｱｷｵ             一般7 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般8 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

前田　亘志          ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ           一般9 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般10 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

清水　和雄          ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ           一般11 男子 自由形   50m ６０～６４歳

岡田　和大          ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ          一般12 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般13 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

菊池　栄里          ｷｸﾁ ｴﾘ              一般14 女子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般15 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

久下　豊子          ｸｹﾞ ﾄﾖｺ             一般16 女子 自由形   50m ７５～７９歳

濱田　美夏          ﾊﾏﾀﾞ ﾐｶ             一般17 女子 バタフライ  100m ４０～４４歳

28Z13
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI三宮
性別: 申込種目:

上野　明子          ｳｴﾉ ｱｷｺ             一般1 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般2 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

長本　　洋          ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ           一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

吉野　　薫          ﾖｼﾉ ｶｵﾙ             一般5 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般6 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

植田　勝己          ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾐ            一般7 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

福島　　豊          ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ            一般9 男子 自由形   50m ８０～８４歳

一般10 男子 自由形  100m ８０～８４歳

一般11 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

高木　憲治          ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ           一般12 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般13 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般14 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

遊佐　友彦          ﾕｻ ﾄﾓﾋｺ             一般15 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

森口　和也          ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ          一般16 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般17 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般18 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

福田　正人          ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ            一般19 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

頃末　　徹          ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ            一般20 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳
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頃末　　徹          ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ            一般21 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

関　　英治          ｾｷ ｴｲｼﾞ             一般22 男子 自由形  100m ３５～３９歳

稲垣　　博          ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ           一般23 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

鈴木　　隆          ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ            一般24 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般25 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般26 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

藤原　　尚          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ           一般27 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

小林伸太郎          ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ         一般28 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般29 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般30 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

山田　修也          ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ           一般31 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般32 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

渡邊　智子          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ           一般33 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般34 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般35 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

森木　敏樹          ﾓﾘｷ ﾄｼｷ             一般36 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

一般37 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

一般38 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

28Z16
氏名: カナ: 学校:No.:

KONAMI神戸
性別: 申込種目:

涌井　　崇          ﾜｸｲ ﾀｶｼ             一般1 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

前原　郁子          ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ            一般3 女子 自由形   50m ６０～６４歳

岩本　洋子          ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ            一般4 女子 自由形   50m ４０～４４歳

28Z22
氏名: カナ: 学校:No.:

シーマスター
性別: 申込種目:

安藤　　耕          ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

小林　弘幸          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ          一般3 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般4 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

冨山　正幹          ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ            一般5 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

森岡美智子          ﾓﾘｵｶ ﾐﾁｺ            一般6 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般7 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般8 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

森川　昌一          ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｲﾁ          一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般10 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

28Z24
氏名: カナ: 学校:No.:

チーム２３１９
性別: 申込種目:

古西　和仁          ｺﾆｼ ｶｽﾞﾋﾄ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

島田　耕治          ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ           一般2 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

永坂　祐貴          ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｷ           一般3 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

28Z25
氏名: カナ: 学校:No.:

パシオ立花
性別: 申込種目:

上田　幸子          ｳｴﾀﾞ ｻﾁｺ            一般1 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

松下　輝明          ﾏﾂｼﾀ ﾃﾙｱｷ           一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳
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鈴木　洋子          ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ            一般6 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般7 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

山本　安子          ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ            一般8 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般9 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

城市　慶三          ｼﾞｮｳｲﾁ ｹｲｿﾞｳ        一般10 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般11 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

斉藤　洋子          ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ            一般12 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般13 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

仮山　　薫          ｶﾘﾔﾏ ｶｵﾙ            一般14 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般15 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

欧陽　絹代          ｵｳﾖｳ ｷﾇﾖ            一般16 女子 自由形   50m ７０～７４歳

28Z27
氏名: カナ: 学校:No.:

リックル
性別: 申込種目:

緋田　修三          ｱｹﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ         一般1 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

土橋　秀行          ﾂﾁﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ          一般2 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般3 男子 自由形  100m ５０～５４歳

八木　　滋          ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ            一般4 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般5 男子 自由形  100m ４５～４９歳

藤田　順子          ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ          一般6 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般7 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般8 女子 バタフライ  100m ５５～５９歳

重友　正一          ｼｹﾞﾄﾓ ｼｮｳｲﾁ         一般9 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般10 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

城平　来美          ｼﾞｮｳﾍｲ ｸﾙﾐ          一般11 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般12 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

小田村利彦          ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ          一般13 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般14 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般15 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

28Z28
氏名: カナ: 学校:No.:

広畑とびうお
性別: 申込種目:

三浦　靖彦          ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ            一般1 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般2 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般3 男子 バタフライ   50m ７０～７４歳

村上　　徹          ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ            一般4 男子 自由形   50m ７０～７４歳

井上　文夫          ｲﾉｳｴ ﾌﾐｵ            一般5 男子 自由形   50m ６５～６９歳

黒田　光昭          ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ           一般6 男子 バタフライ  100m ７０～７４歳

一般7 男子 個人メドレー  200m ７０～７４歳

藤代　康寿          ﾌｼﾞｼﾛ ﾔｽﾋｻ          一般8 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般9 男子 自由形  100m ７０～７４歳

濃野　通博          ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ            一般10 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

28Z29
氏名: カナ: 学校:No.:

四宮敬司
性別: 申込種目:

四宮　敬司          ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般3 男子 個人メドレー  200m ６０～６４歳

勝見　　力          ｶﾂﾐ ﾁｶﾗ             一般4 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般5 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

持井　正吾          ﾓﾁｲ ｼｮｳｺﾞ           一般7 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般8 男子 自由形  100m ４５～４９歳
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持井　正吾          ﾓﾁｲ ｼｮｳｺﾞ           一般9 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

芝野　隆行          ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾕｷ           一般10 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

玉置　哲明          ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ           一般12 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般13 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

平山　澄子          ﾋﾗﾔﾏ ｽﾐｺ            一般14 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般15 女子 自由形  100m ４５～４９歳

柏木　志穂          ｶｼﾜｷﾞ ｼﾎ            一般16 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般17 女子 自由形  100m ３５～３９歳

梶原　亜希          ｶｼﾞﾊﾗ ｱｷ            一般18 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般19 女子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

川島　帆波          ｶﾜｼﾏ ﾎﾅﾐ            一般20 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

28Z30
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸楽泳会
性別: 申込種目:

中西勇一郎          ﾅｶﾆｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ         一般1 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

高橋美也子          ﾀｶﾊｼ ﾐﾔｺ            一般3 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般4 女子 バタフライ   50m ４５～４９歳

28Z34
氏名: カナ: 学校:No.:

相生コスモス
性別: 申込種目:

城尾　里美          ｼﾞｮｳｵ ｻﾄﾐ           一般1 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般2 女子 自由形  100m ７０～７４歳

28Z35
氏名: カナ: 学校:No.:

淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ
性別: 申込種目:

萩原　正純          ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｽﾞﾐ         一般1 男子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

吉田　団次          ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞﾝｼﾞ          一般2 男子 自由形   50m ８０～８４歳

木野　道男          ｷﾉ ﾐﾁｵ              一般3 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

石井　良和          ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ           一般5 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般6 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

竹中　司朗          ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ            一般7 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般8 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

細川　幸宗          ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ          一般9 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般10 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

竹中　太希          ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ            一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

伏見　昌幸          ﾌｼﾐ ﾏｻﾕｷ            一般13 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般14 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

武田　孝子          ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ            一般15 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般16 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

37014
氏名: カナ: 学校:No.:

ＵＺＵ倶楽部
性別: 申込種目:

森本　　和 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽｼ 一般1 男子 自由形   50m ７５～７９歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

47017
氏名: カナ: 学校:No.:

ジスタス
性別: 申込種目:

一色　佳高 ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ 一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般2 男子 自由形  100m ４０～４４歳
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