
第2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

1
氏名: カナ: 学校:No.:

(株)菱川工務店
性別: 申込種目:

阪本　真樹           ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ             一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

髙瀨　　明           ﾀｶｾ ｱｷﾗ              一般2 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

一般3 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

杉山　和丈           ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾀｹ          一般4 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般5 男子 自由形  100m ３０～３４歳

菱川　彰夫           ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ             一般6 男子 自由形   50m ４０～４４歳

滝井　幸治           ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

10
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

岡本　　勝           ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾙ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般4 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

11
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｖ－Ｓ－ＳＨＡＲ
性別: 申込種目:

ＭＡＲＫＮＯＲＴＯＮ ﾏｰｸ ﾉｰﾄﾝ             一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般2 男子 自由形  100m ５０～５４歳

塚原　宏樹           ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｷ             一般3 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

三浪　伸夫           ﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞｵ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般6 男子 自由形   50m ５５～５９歳

安福　拓斗           ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾄ             一般7 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般8 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

新屋　一彦           ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ            一般9 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般10 男子 自由形  100m ４０～４４歳

中森あさみ           ﾅｶﾓﾘ ｱｻﾐ             一般11 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般12 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

中西　幸子           ﾅｶﾆｼ ｻﾁｺ             一般13 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般14 女子 自由形  100m ６５～６９歳

12
氏名: カナ: 学校:No.:

WOODY　ATHLETE
性別: 申込種目:

吉川　貴志           ﾖｼｶﾜ ﾀｶｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般2 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

松井　正規           ﾏﾂｲ ﾏｻｷ              一般3 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

新納早希代           ﾆｲﾛ ｻｷﾖ              一般5 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般6 女子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

杉山きよみ           ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ            一般7 女子 自由形   50m ５５～５９歳

西本　洋美           ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ             一般8 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般9 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

南　紀代美           ﾐﾅﾐ ｷﾖﾐ              一般10 女子 自由形   50m ５０～５４歳

竹生　友美           ﾁｸﾌﾞ ﾄﾓﾐ             一般11 女子 自由形  100m ３０～３４歳

一般12 女子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

一般13 女子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

杉山　有理           ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘ             一般14 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般15 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳
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13
氏名: カナ: 学校:No.:

アカデミ須磨
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   50m ５５～５９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

山田　勝己           ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ             一般3 男子 自由形  100m ５５～５９歳

山田美貴子           ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷｺ             一般4 女子 自由形   50m ５０～５４歳

廣井　千景           ﾋﾛｲ ﾁｶｹﾞ             一般5 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

塩崎　幹夫           ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ            一般6 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般7 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

木村　満帆           ｷﾑﾗ ﾏﾎ               一般8 女子 自由形  100m ３５～３９歳

14
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス芦屋
性別: 申込種目:

由村　絹子           ﾖｼﾑﾗ ｷﾇｺ             一般1 女子 自由形   50m ６０～６４歳

木村　伸江           ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ             一般2 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般3 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

飯田　浩夫           ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｵ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般5 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

小田　省一           ｵﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ            一般6 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般7 男子 自由形  100m ６５～６９歳

15
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱｸﾄｽ神戸
性別: 申込種目:

織田　　隆           ｵﾀﾞ ﾀｶｼ              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

櫻井　光昭           ｻｸﾗｲ ﾐﾂｱｷ            一般3 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

石本　　大           ｲｼﾓﾄ  ﾏｻﾙ            一般4 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般5 男子 自由形  100m ４０～４４歳

安藤　直人           ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            一般6 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

渡辺　義道           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾁ           一般7 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

加藤　由彦           ｶﾄｳ ﾖｼﾋｺ             一般9 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般11 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

阪井　一郎           ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ             一般12 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般13 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

山本　和彦           ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ           一般14 男子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般15 男子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

高田　勝三           ﾀｶﾀ ｼｮｳｿﾞｳ           一般16 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

山本　慎一           ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ            一般17 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

山中　陽香           ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ             一般18 女子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

一般19 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

田中　咲美           ﾀﾅｶ ｻｷﾐ              一般20 女子 自由形   50m ６５～６９歳

ﾀﾅｶ  ｻｷﾐ             一般21 女子 自由形  100m ６５～６９歳

北野　厚子           ｷﾀﾉ ｱﾂｺ              一般22 女子 自由形   50m ５５～５９歳

辻本　康子           ﾂｼﾞﾓﾄ ﾔｽｺ            一般23 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

松本　聡子           ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｺ             一般24 女子 バタフライ   50m ４５～４９歳

両部富貴子           ﾘｮｳﾍﾞ ﾌｷｺ            一般25 女子 自由形   50m ６５～６９歳

星川　幸子           ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ             一般26 女子 自由形   50m ６０～６４歳

石本知香枝           ｲｼﾓﾄ  ﾁｶｴ            一般27 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般28 女子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

灘井　美穂           ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ              一般29 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳
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中根　千寿           ﾅｶﾈ ﾁｽﾞ              一般30 女子 自由形  100m ５０～５４歳

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

一般32 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般33 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

16
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス明石大蔵
性別: 申込種目:

中野　秀治           ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

菱井　佳子           ﾋｼｲ ﾖｼｺ              一般2 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

飯田　隆彦           ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ            一般3 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般4 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

濱口　誉士           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ            一般5 男子 自由形   50m ６０～６４歳

奥村　幸博           ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ            一般6 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

坂井　忠史           ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ             一般7 男子 自由形   50m ７０～７４歳

松下ひろ美           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾐ             一般8 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

横道　純次           ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ          一般9 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

八橋　道子           ﾔﾂﾊｼ ﾐﾁｺ             一般11 女子 自由形   50m ６０～６４歳

岸　　秀樹           ｷｼ ﾋﾃﾞｷ              一般12 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

淡谷　千晃           ｱﾜﾀﾆ ﾁｱｷ             一般13 女子 自由形  100m ２５～２９歳

弓指　有正           ﾕﾐｻｼ ﾅｵﾏｻ            一般14 男子 自由形   50m ３５～３９歳

17
氏名: カナ: 学校:No.:

アルゴスイムチー
性別: 申込種目:

稲岡　博彦           ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾋｺ            一般1 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般2 男子 自由形  100m ７０～７４歳

永井　　学           ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

好山　喜三           ﾖｼﾔﾏ ﾖｼﾐ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般5 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

小田　裕希           ｵﾀﾞ ﾕｳｷ              一般6 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般7 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

長尾　翔太           ﾅｶﾞｵ ｼｮｳﾀ            一般8 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

古川登輝男           ﾌﾙｶﾜ ﾄｷｵ             一般9 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般10 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

清水　香菜           ｼﾐｽﾞ ｶﾅ              一般11 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

池内　真衣           ｲｹｳﾁ ﾏｲ              一般12 女子 自由形   50m ２５～２９歳

寺田　綾花           ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔｶ             一般13 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

飯原　和恵           ｲｲﾊﾗ ｶｽﾞｴ            一般14 女子 自由形   50m ５０～５４歳

小田　幸恵           ｵﾀﾞ ﾕｷｴ              一般15 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

一般16 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

岡本　季恵           ｵｶﾓﾄ ｷｴ              一般17 女子 自由形  100m １８～２４歳

岡本　優香           ｵｶﾓﾄ ﾕｶ              一般18 女子 自由形   50m １８～２４歳

18
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

笠松　伸好           ｶｻﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ           一般2 男子 自由形   50m ３５～３９歳

山上　和也           ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ            一般3 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般4 男子 自由形  100m ５０～５４歳

村岡　一彦           ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ           一般5 男子 自由形   50m ５０～５４歳

19
氏名: カナ: 学校:No.:

エス・パティオス
性別: 申込種目:
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橋谷　秀雄           ﾊｼﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

八尾　秀之           ﾔｵ  ﾋﾃﾞﾕｷ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般4 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

辻　　憲昭           ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ             一般5 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般7 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

阿部恵美子           ｱﾍﾞ ｴﾐｺ              一般8 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般9 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

池上美恵子           ｲｹｶﾞﾐ ﾐｴｺ            一般10 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般11 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

船橋　雅子           ﾌﾅﾊｼ ﾏｻｺ             一般12 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般13 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

下河　喜恵           ｼﾓｶﾜ ｷｴ              一般14 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般15 女子 自由形  100m ６０～６４歳

杉浦　幸子           ｽｷﾞｳﾗ ｻﾁｺ            一般16 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

藤井たづ子           ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾞｺ            一般17 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般18 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

竹田　久美           ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ              一般19 女子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

一般20 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般21 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

小野　真理           ｵﾉ ﾏﾘ                一般22 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般23 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

2
氏名: カナ: 学校:No.:

CM-AQUA
性別: 申込種目:

岩井　元気           ｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ             一般1 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

新木　大智           ｱﾗｷ ﾀｲﾁ              一般2 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

一般3 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

石浦　真孝           ｲｼｳﾗ ﾏｻﾀｶ            一般4 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般5 男子 自由形  100m １８～２４歳

東端　一晃           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾃﾙ        一般6 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

村田　竜馬           ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾏ             一般7 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般8 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

天野　文貴           ｱﾏﾉ ﾌﾐﾀｶ             一般9 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般10 男子 自由形  100m １８～２４歳

20
氏名: カナ: 学校:No.:

エンドルフィン・
性別: 申込種目:

安本　直樹           ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ             一般1 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

日高　杏奈           ﾋﾀﾞｶ ｱﾝﾅ             一般3 女子 自由形   50m １８～２４歳

21
氏名: カナ: 学校:No.:

かっぱＳＴ
性別: 申込種目:

山本　　亨           ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ             一般1 男子 自由形  100m ３５～３９歳

武田　泰代           ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾖ             一般2 女子 自由形   50m ７０～７４歳

佐藤　　優           ｻﾄｳ ﾕｳ               一般3 女子 自由形  100m １８～２４歳

一般4 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

上月喜代美           ｺｳﾂﾞｷ ｷﾖﾐ            一般5 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

平野　計子           ﾋﾗﾉ ｹｲｺ              一般6 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

佐藤　　薫           ｻﾄｳ ｶｵﾙ              一般7 女子 自由形  100m １８～２４歳

芦谷　元一           ｱｼﾀﾆ ﾓﾄｶｽﾞ           一般8 男子 自由形   50m ５０～５４歳
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山口　好美           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾐ            一般9 女子 自由形   50m ５５～５９歳

福田　忠文           ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ           一般10 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

一般11 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

中島はるみ           ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾐ             一般12 女子 自由形   50m ５５～５９歳

22
氏名: カナ: 学校:No.:

グンゼ西宮
性別: 申込種目:

星谷貴美子           ﾎｼﾀﾆ ｷﾐｺ             一般1 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般2 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

重見　洋子           ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ             一般3 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

山本　豊子           ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｺ             一般5 女子 バタフライ   50m ６５～６９歳

一般6 女子 バタフライ  100m ６５～６９歳

大浜美和子           ｵｵﾊﾏ ﾐﾜｺ             一般7 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

岡見　紀夫           ｵｶﾐ ﾉﾘｵ              一般8 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

金子　　薫           ｶﾈｺ ｶｵﾙ              一般9 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般10 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

日向　泰三           ｼｭｳｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ          一般11 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般12 男子 自由形  100m ４５～４９歳

若林　晶子           ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ           一般13 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14 男子 自由形   50m ４０～４４歳

松井　千明           ﾏﾂｲ ﾁｱｷ              一般15 男子 自由形   50m ４５～４９歳

和住　泰子           ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ             一般16 女子 バタフライ   50m ６５～６９歳

濱本　有紀           ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｷ             一般17 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般18 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

金子　雅子           ｶﾈｺ ﾏｻｺ              一般19 女子 自由形   50m ７５～７９歳

田中　孝志           ﾀﾅｶ ﾀｶｼ              一般20 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

西川　　潤           ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ            一般21 男子 自由形   50m ２５～２９歳

23
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山
性別: 申込種目:

八木乃恵留           ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ              一般1 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 男子 自由形  100m ３５～３９歳

清水　和雄           ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

大谷　幸寛           ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ            一般4 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

髙森　俊輔           ﾀｶﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ           一般5 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

縄船　広治           ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ            一般7 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般8 男子 自由形  100m ４０～４４歳

次原　　理           ﾂｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般10 男子 自由形   50m ４０～４４歳

林野　克己           ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ             一般11 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般12 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般13 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

片平　茂樹           ｶﾀﾋﾗ ｼｹﾞｷ            一般14 男子 自由形   50m ７５～７９歳

一般15 男子 自由形  100m ７５～７９歳

一般16 男子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

後藤　和彦           ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ           一般17 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

一般18 男子 バタフライ  100m ３５～３９歳

大野　昭夫           ｵｵﾉ ｱｷｵ              一般19 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般20 男子 自由形  100m ３５～３９歳

石田　雄輔           ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            一般21 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳
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石田　雄輔           ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            一般22 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

岡田　和大           ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾞﾋﾛ          一般23 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般24 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

久下　豊子           ｸｹﾞ ﾄﾖｺ              一般25 女子 自由形   50m ８０～８４歳

前田　純子           ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ           一般26 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般27 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

浅川　良子           ｱｻｶﾜ ﾘｮｳｺ            一般28 女子 自由形   50m ４５～４９歳

増田　睦子           ﾏｽﾀﾞ ﾑﾂｺ             一般29 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般30 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

菊池　栄里           ｷｸﾁ ｴﾘ               一般31 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般32 女子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

田中亜紀子           ﾀﾅｶ ｱｷｺ              一般33 女子 自由形   50m ４０～４４歳

筏　　玲奈           ｲｶﾀﾞ ﾚｲﾅ             一般34 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般35 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

24
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ伊丹
性別: 申込種目:

井上　　薫           ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ             一般1 男子 自由形   50m ３０～３４歳

川村　哲志           ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂｼ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般3 男子 自由形   50m ３０～３４歳

岡崎　和登           ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ           一般4 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般5 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

内倉　大一           ｳﾁｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ           一般6 男子 自由形   50m ３０～３４歳

大和コサ江           ﾔﾏﾄ ｺｻｴ              一般7 女子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般8 女子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

今里　仁美           ｲﾏｻﾞﾄ ﾋﾄﾐ            一般9 女子 自由形   50m １８～２４歳

林　　紫月           ﾊﾔｼ ｼﾂﾞｷ             一般10 女子 自由形   50m １８～２４歳

川村　篤子           ｶﾜﾑﾗ ｱﾂｺ             一般11 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般12 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

髙山　麻美           ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾐ             一般13 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

25
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ加古川
性別: 申込種目:

岩脇　政明           ｲﾜﾜｷ ﾏｻｱｷ            一般1 男子 自由形  100m ５５～５９歳

一般2 男子 自由形   50m ５５～５９歳

亀井　翔平           ｶﾒｲ ｼｮｳﾍｲ            一般3 男子 バタフライ  100m １８～２４歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

田嶋　孝平           ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ            一般5 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般6 男子 自由形   50m ２５～２９歳

26
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三宮
性別: 申込種目:

山田　修也           ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ            一般1 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

一般2 男子 自由形   50m ６０～６４歳

福島　　豊           ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ             一般3 男子 自由形   50m ８０～８４歳

一般4 男子 自由形  100m ８０～８４歳

一般5 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

大野　義成           ｵｵﾉ ﾖｼﾅﾘ             一般6 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

一般7 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

藤原　　尚           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ            一般8 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

一般9 男子 バタフライ  100m ６０～６４歳

高見　　博           ﾀｶﾐ ﾋﾛｼ              一般10 男子 自由形   50m ６０～６４歳

楠本　昌平           ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ           一般11 男子 自由形   50m １８～２４歳
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楠本　昌平           ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ           一般12 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

稲垣　　博           ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ            一般13 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般14 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

髙木　憲治           ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ            一般15 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

一般16 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

一般17 男子 自由形  100m ５０～５４歳

長本　　洋           ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ            一般18 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般19 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

鈴木　　隆           ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ             一般20 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般21 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

植田　勝己           ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾐ             一般22 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般23 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

27
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
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

寺西　民雄           ﾃﾗﾆｼ ﾀﾐｵ             一般3 男子 自由形   50m ７０～７４歳

28
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ新長田
性別: 申込種目:

木元明日香           ｷﾓﾄ ｱｽｶ              一般1 女子 自由形   50m ２５～２９歳

中尾　恵子           ﾅｶｵ ｹｲｺ              一般2 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般3 女子 自由形  100m ５０～５４歳

中尾　和文           ﾅｶｵ ｶｽﾞﾌﾐ            一般4 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般5 男子 自由形  100m ５０～５４歳

荊尾　敬一           ｶﾀﾗｵ ｹｲｲﾁ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般7 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

林　　正秀           ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

鴨川　　豊           ｶﾓｶﾞﾜ ﾕﾀｶ            一般10 男子 自由形   50m ４５～４９歳

蔭山　悟史           ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾄｼ            一般11 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般12 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

曽川　　昂           ｿｶﾞﾜ ﾀｶｼ             一般13 男子 自由形  100m １８～２４歳

中村　知暁           ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ             一般14 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

山田　修士           ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ           一般15 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

山下　泰史           ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ             一般16 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般17 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４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

森岡　身能           ﾓﾘｵｶ ﾐﾖｼ             一般2 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

浅野　健一           ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ             一般4 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

花井　宏祐           ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ             一般6 男子 自由形   50m ３５～３９歳

竹内　秀夫           ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ            一般7 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般8 男子 自由形  100m ３５～３９歳

木下　悠也           ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ             一般9 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般10 男子 自由形  100m ３０～３４歳

谷口　　渉           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ            一般11 男子 自由形  100m ３０～３４歳

藤井　洋輔           ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ            一般12 男子 自由形   50m ３０～３４歳
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藤井　洋輔           ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ            一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

成田　大輔           ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ            一般14 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般15 男子 自由形  100m ３０～３４歳

楢原　健一           ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ            一般16 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般17 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

加久見　翼           ｶｸﾐ ﾂﾊﾞｻ             一般18 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般19 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

松山　明憲           ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾉﾘ            一般20 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般21 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般22 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

藤本　能範           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ           一般23 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般24 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般25 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

奥見光太郎           ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ            一般26 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般27 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

蘆田　和樹           ｱｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ            一般28 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般29 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

一般30 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

下村　政美           ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾐ             一般31 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

大中菜々子           ｵｵﾅｶ ﾅﾅｺ             一般32 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般33 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

28766
氏名: カナ: 学校:No.:

T.personal
性別: 申込種目:

尾崎　大輝           ｵｻｷ ﾀﾞｲｷ             一般1 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般2 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

藪口　敦生           ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾂｵ           一般3 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般4 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

尾塩　温史           ｵｼｵ ｱﾂｼ              一般5 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

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

寳　　奨平           ﾀｶﾗ ｼｮｳﾍｲ            一般8 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

六代　翔也           ﾛｸﾀﾞｲ ｼｮｳﾔ           一般10 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般11 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

一般12 男子 バタフライ  100m １８～２４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

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

一般2 男子 自由形  100m ５５～５９歳

福島　充佳           ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾖｼ            一般3 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

喜多　浩史           ｷﾀ ﾋﾛﾌﾐ              一般4 男子 自由形   50m １８～２４歳

深澤有矢子           ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾔｺ            一般5 女子 自由形   50m ４０～４４歳

岡田　千鶴           ｵｶﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ            一般6 女子 自由形   50m ３５～３９歳

虫島　和美           ﾑｼｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ           一般7 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般8 女子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

浜中　律子           ﾊﾏﾅｶ ﾘﾂｺ             一般9 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳
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28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

田中　完三           ﾀﾅｶ ｶﾝｿﾞｳ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

高原　敦子           ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ             一般2 女子 自由形   50m ５５～５９歳

桑田由紀子           ｸﾜﾀ ﾕｷｺ              一般3 女子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

山本　義博           ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ            一般1 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

仲埜伸太郎           ﾅｶﾉ ｼﾝﾀﾛｳ            一般3 男子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般5 男子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

奥　　千明           ｵｸ ﾁｱｷ               一般6 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般7 男子 自由形  100m ５０～５４歳

赤瀬　　敦           ｱｶｾ ｱﾂｼ              一般8 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般9 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

一般10 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

渡辺　　淳           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ           一般11 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般12 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

大塚三千子           ｵｵﾂｶ ﾐﾁｺ             一般13 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般14 女子 自由形  100m ６５～６９歳

28959
氏名: カナ: 学校:No.:

長田水泳会
性別: 申込種目:

石原　正徳           ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般3 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

2899Z
氏名: カナ: 学校:No.:

個人
性別: 申込種目:

松田　正則 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 一般1 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

小畑　惠資 ｵﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般4 男子 自由形  100m ６０～６４歳

村田　善紀 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ 一般5 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般6 男子 自由形  100m ５０～５４歳

小林伸太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 一般7 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

矢坂　和広 ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 一般10 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般11 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般12 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

黄田　俊英 ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 一般13 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

一般14 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

山上　達也 ﾔﾏｳｴ ﾀﾂﾔ 一般15 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般16 男子 自由形  100m ４０～４４歳

田原　一輝 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 一般17 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般18 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

松原　彰儀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾖｼ 一般19 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般20 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般21 男子 バタフライ   50m １８～２４歳
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岩本八重子 ｲﾜﾓﾄ ﾔｴｺ 一般22 女子 自由形   50m ６５～６９歳

上島喜美子 ｳｴｼﾏ ｷﾐｺ 一般23 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般24 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

寺嶋　明子 ﾃﾗｼﾏ ｱｷｺ 一般25 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般26 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

岡村　章江 ｵｶﾑﾗ ﾌﾐｴ 一般27 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般28 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般29 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

速水　綾子 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ 一般30 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般31 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般32 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

児嶋かおる ｺｼﾞﾏ ｶｵﾙ 一般33 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般34 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

29
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ神戸
性別: 申込種目:

酒井　泰子           ｻｶｲ ﾔｽｺ              一般1 女子 自由形   50m ５５～５９歳

井上　徳子           ｲﾉｳｴ ｻﾄｺ             一般2 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

生塩　和子           ｳｼｵ ｶｽﾞｺ             一般3 女子 自由形   50m ７０～７４歳

前原　郁子           ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ             一般4 女子 自由形   50m ６０～６４歳

涌井　　崇           ﾜｸｲ ﾀｶｼ              一般5 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

草野　　修           ｸｻﾉ ｵｻﾑ              一般7 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般8 男子 自由形  100m ３５～３９歳

岩本　洋子           ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ             一般9 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般10 女子 自由形  100m ４０～４４歳

3
氏名: カナ: 学校:No.:

EAST菌
性別: 申込種目:

春名　健司           ﾊﾙﾅ ｹﾝｼﾞ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

玉田　康浩           ﾀﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ            一般3 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

横田隼一郎           ﾖｺﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ         一般5 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

横田佑二郎           ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ           一般6 男子 自由形   50m ２５～２９歳

井ノ原禎規           ｲﾉﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

30
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

上原　俊作           ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝｻｸ           一般1 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

山本　浩路           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般3 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

一般4 男子 バタフライ  100m ３０～３４歳

池辺　保明           ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ            一般5 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

岩下　真三           ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ           一般7 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般8 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

能登　和子           ﾉﾄ ｶｽﾞｺ              一般9 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般10 女子 自由形  100m ７０～７４歳

岳野久仁子           ﾀｹﾉ ｸﾆｺ              一般11 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般12 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

橋本　翔太           ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ            一般13 男子 自由形   50m １８～２４歳

辺見　純至           ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ            一般14 男子 自由形   50m ５０～５４歳
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辺見　裕子           ﾍﾝﾐ ﾋﾛｺ              一般15 女子 自由形   50m ５０～５４歳

小菊　牧夫           ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ             一般16 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般17 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般18 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

近江　茂夫           ｵｳﾐ ｼｹﾞｵ             一般19 男子 自由形  100m ５５～５９歳

酒井　雄一           ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ             一般20 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

李　　鐘光           ﾘ ｼｮｳｺｳ              一般21 男子 自由形   50m ２５～２９歳

31
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐ東加古川
性別: 申込種目:

小川　武博           ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ            一般1 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般2 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

北山　二朗           ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ            一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

宇田　　崇           ｳﾀﾞ ﾀｶｼ              一般5 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般6 男子 自由形  100m ４５～４９歳

松本　和久           ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ           一般7 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

安藤　昌樹           ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ            一般9 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

大路　　隆           ｵｵｼﾞ ﾀｶｼ             一般11 男子 自由形   50m ５５～５９歳

中本　理貴           ﾅｶﾓﾄ ﾘｷ              一般12 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般13 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

坂田　　亨           ｻｶﾀ ﾄｵﾙ              一般14 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

一般15 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

一般16 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

藤浪　好寿           ﾌｼﾞﾅﾐ ﾖｼﾋｻ           一般17 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

藤澤　　誠           ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ            一般18 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

一般19 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

升田美千子           ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ             一般20 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般21 女子 バタフライ  100m ７０～７４歳

一般22 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

中尾　海子           ﾅｶｵ ｶｲｺ              一般23 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般24 女子 自由形   50m ６５～６９歳

井上　幸栄           ｲﾉｳｴ ｻﾁｴ             一般25 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般26 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

岩角　　愛           ｲﾜｽﾐ ｱｲ              一般27 女子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

一般28 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般29 女子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

竹谷すま子           ﾀｹﾀﾆ ｽﾏｺ             一般30 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般31 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

藤浪奈加子           ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ           一般32 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

一般33 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

大久保節子           ｵｵｸﾎﾞ ｾﾂｺ            一般34 女子 平泳ぎ  100m ８０～８４歳

一般35 女子 自由形  100m ８０～８４歳

32
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ尼崎
性別: 申込種目:

田中　庸元           ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾓﾄ            一般1 男子 自由形   50m ７５～７９歳

一般2 男子 自由形  100m ７５～７９歳

石川　良一           ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ           一般3 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳
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土野　和典           ﾂﾁﾉ ｶｽﾞﾉﾘ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

室田　真幸           ﾑﾛﾀ ﾏｻﾕｷ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般8 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

豊島　　悟           ﾄﾖｼﾏ ｻﾄｼ             一般9 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

33
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ本山南
性別: 申込種目:

野村　和興           ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵｷ            一般1 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

河本　文夫           ｺｳﾓﾄ ﾌﾐｵ             一般2 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

一般3 男子 自由形  100m ５０～５４歳

畠山　秀之           ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ          一般4 男子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

一般5 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

34
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石
性別: 申込種目:

井筒　星一           ｲﾂﾞﾂ ｾｲｲﾁ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

大西　健介           ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ            一般2 男子 自由形  100m ３５～３９歳

井上　郁夫           ｲﾉｳｴ ｲｸｵ             一般3 男子 自由形   50m ７５～７９歳

冨永　邦光           ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ           一般4 男子 自由形   50m ７０～７４歳

吉田　増夫           ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般6 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

宮田　俊明           ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ             一般7 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般8 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

山内　孝浩           ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾋﾛ            一般9 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般10 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

浜崎　秀人           ﾊﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾄ            一般11 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般12 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

山本　末喜           ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ             一般13 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般14 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般15 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

渋谷　　衛           ｼﾌﾞﾀﾆ ﾏﾓﾙ            一般16 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般17 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

渡辺　達也           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ            一般18 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般19 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

富塚砂穂子           ﾄﾐﾂｶ ｻﾎｺ             一般20 女子 自由形  100m ４５～４９歳

35
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐ明石大久保
性別: 申込種目:

濱田　美夏           ﾊﾏﾀﾞ ﾐｶ              一般1 女子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

一般2 女子 バタフライ  100m ４５～４９歳

36
氏名: カナ: 学校:No.:

ザ・スプラッシュ
性別: 申込種目:

船倉　優美           ﾌﾅｸﾗ ﾕﾐ              一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 女子 自由形  100m ３５～３９歳

37
氏名: カナ: 学校:No.:

シーマスター
性別: 申込種目:

福永　年秋           ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ           一般1 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

一般2 男子 自由形  100m ４５～４９歳

安藤　　耕           ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ             一般3 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

長岡まゆみ           ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ            一般4 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般5 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳
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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

冨山　正幹           ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ             一般8 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

玉置　哲明           ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ            一般9 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般10 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

小林　直美           ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ            一般11 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

小林　弘幸           ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ           一般12 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

38
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾙﾈｻﾝｽ神
性別: 申込種目:

石田　展子           ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ            一般1 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般2 女子 自由形   50m ６５～６９歳

植田　治美           ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ             一般3 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般4 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

松井　翔平           ﾏﾂｲ ｼｮｳﾍｲ            一般5 男子 自由形   50m １８～２４歳

生木　達也           ﾅﾏｷ ﾀﾂﾔ              一般6 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

橋詰　幸代           ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾁﾖ            一般7 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般8 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

柳原　友子           ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ           一般9 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般10 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

牧野　浩美           ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ              一般11 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

吉田　直人           ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ             一般12 男子 自由形  100m ３５～３９歳

山口　陽子           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ            一般13 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

金　　康弘           ｷﾝ ﾔｽﾋﾛ              一般14 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般15 男子 自由形  100m ６０～６４歳

椿原　健作           ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｹﾝｻｸ          一般16 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般17 男子 自由形  100m ６０～６４歳

清水佐知子           ｼﾐｽﾞ ｻﾁｺ             一般18 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

岡崎　明美           ｵｶｻﾞｷ ｱｹﾐ            一般19 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般20 女子 バタフライ   50m ４５～４９歳

春井　浩蔵           ﾊﾙｲ ｺｳｿﾞｳ            一般21 男子 自由形   50m ６０～６４歳

海老原亮平           ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ          一般22 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般23 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

大橋　充典           ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ            一般24 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般25 男子 自由形  100m ５０～５４歳

39
氏名: カナ: 学校:No.:

パシオ立花
性別: 申込種目:

山本　安子           ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ             一般1 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般2 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

上田　幸子           ｳｴﾀﾞ ｻﾁｺ             一般3 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般4 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

松下　輝明           ﾏﾂｼﾀ ﾃﾙｱｷ            一般5 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般6 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

斉藤　洋子           ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ             一般7 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般8 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

4
氏名: カナ: 学校:No.:

ＦＣリックル
性別: 申込種目:

森川太一郎           ﾓﾘｶﾜ ﾀｲﾁﾛｳ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

八木　　滋           ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ             一般2 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般3 男子 自由形  100m ５０～５４歳

藤田　順子           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ           一般4 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳
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藤田　順子           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ           一般5 女子 バタフライ  100m ６０～６４歳

井出　大輔           ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般7 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

土橋　秀行           ﾂﾁﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ           一般8 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般9 男子 自由形  100m ５５～５９歳

城平　来美           ｼﾞｮｳﾍｲ ｸﾙﾐ           一般10 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般11 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

高井　勝史           ﾀｶｲ ｶﾂﾌﾐ             一般12 男子 自由形   50m ５５～５９歳

森田綾希子           ﾓﾘﾀ ｱｷｺ              一般13 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

鳥居　紀子           ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ              一般14 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

相木　貴行           ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ             一般15 男子 自由形  100m ４５～４９歳

40
氏名: カナ: 学校:No.:

ポートアイランド
性別: 申込種目:

宮本　章之           ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

細川みな子           ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ             一般3 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般4 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

廣渡　洋子           ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾖｳｺ            一般5 女子 自由形   50m ５５～５９歳

岩城ちづる           ｲﾜｷ ﾁﾂﾞﾙ             一般6 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

松永　文江           ﾏﾂﾅｶﾞ ﾌﾐｴ            一般7 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

松崎　剛志           ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ            一般8 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

横山　恵子           ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ             一般9 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

内藤　里美           ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾐ             一般10 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

三戸　芳枝           ﾐﾄ ﾖｼｴ               一般11 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

竹中佐江子           ﾀｹﾅｶ ｻｴｺ             一般12 女子 自由形   50m ５５～５９歳

馬塚　優里           ﾏﾂﾞｶ ﾕﾘ              一般13 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般14 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

菅　美恵子           ｽｶﾞ ﾐｴｺ              一般15 女子 自由形   50m ６０～６４歳

中谷みちよ           ﾅｶﾀﾆ ﾐﾁﾖ             一般16 女子 自由形   50m ６５～６９歳

戸井みさを           ﾄｲ ﾐｻｵ               一般17 女子 自由形   50m ６５～６９歳

土井　　淳           ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝ             一般18 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般19 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般20 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

鳥羽　仁美           ﾄﾊﾞ ﾋﾄﾐ              一般21 女子 自由形   50m ５０～５４歳

笠井　将徳           ｶｻｲ ﾏｻﾉﾘ             一般22 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

天野　真由美         ｱﾏﾉ ﾏﾕﾐ              一般23 女子 自由形   50m ４０～４４歳

藤岡　京子           ﾌｼﾞｵｶ ｷｮｳｺ           一般24 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

阿南　智子           ｱﾅﾝ ﾄﾓｺ              一般25 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般26 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

岸　　絋平           ｷｼ ｺｳﾍｲ              一般27 男子 自由形   50m ３０～３４歳

中本　直子           ﾅｶﾓﾄ ﾅｵｺ             一般28 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般29 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

廣田　吉康           ﾋﾛﾀ ﾖｼﾔｽ             一般30 男子 自由形   50m ４０～４４歳

田内　健作           ﾀｳﾁ ｹﾝｻｸ             一般31 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

41
氏名: カナ: 学校:No.:

広畑とびうおクラ
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

黒田　光昭           ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ            一般4 男子 個人メドレー  200m ７０～７４歳
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黒田　光昭           ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ            一般5 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

村上　　徹           ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ             一般7 男子 自由形   50m ７０～７４歳

井上　文夫           ｲﾉｳｴ ﾌﾐｵ             一般8 男子 自由形  100m ７０～７４歳

立尾　政義           ﾀﾁｵ ﾏｻﾖｼ             一般9 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般10 男子 自由形  100m ５５～５９歳

濃野　通博           ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ             一般11 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般12 男子 バタフライ  100m ５５～５９歳

42
氏名: カナ: 学校:No.:

彩華スポーツクラ
性別: 申込種目:

今西　佳織           ｲﾏﾆｼ ｶｵﾘ             一般1 女子 自由形   50m ２５～２９歳

井上　智恵           ｲﾉｳｴ ﾁｴ              一般2 女子 自由形   50m ３５～３９歳

酒井　由美           ｻｶｲ ﾕﾐ               一般3 女子 自由形   50m ４５～４９歳

村上　純子           ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ           一般4 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般5 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

中尾　珠美           ﾅｶｵ ﾀﾏﾐ              一般6 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般7 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

矢持平左好           ﾔﾓﾁ ﾋｻｺ              一般8 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般9 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

金井　佳子           ｶﾅｲ ﾖｼｺ              一般10 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般11 女子 自由形  100m ６０～６４歳

谷口　真一           ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ           一般12 男子 自由形   50m ２５～２９歳

鳥本　光照           ﾄﾘﾓﾄ ﾐﾂﾃﾙ            一般13 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般14 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

奥村　啓一           ｵｸﾑﾗ ｹｲｲﾁ            一般15 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

今西　正則           ｲﾏﾆｼ ﾏｻﾉﾘ            一般16 男子 自由形   50m ４０～４４歳

小山　延宏           ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ            一般17 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般18 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

上瀧　政治           ｼﾞｮｳﾀｷ ﾏｻｼﾞ          一般19 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般20 男子 自由形  100m ６０～６４歳

村上　正巳           ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ             一般21 男子 自由形   50m ５５～５９歳

反圃　幸雄           ﾀﾝﾎﾞ ﾕｷｵ             一般22 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般23 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

古川　竹司           ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ             一般24 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般25 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

橋本　正和           ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ           一般26 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般27 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

43
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸楽泳会
性別: 申込種目:

高岡　智宏           ﾀｶｵｶ ﾄﾓﾋﾛ            一般1 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

高橋美也子           ﾀｶﾊｼ ﾐﾔｺ             一般3 女子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般4 女子 バタフライ   50m ４５～４９歳

44
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町スポーツ
性別: 申込種目:

藤井　早苗           ﾌｼﾞｲ ｻﾅｴ             一般1 女子 自由形  100m ６５～６９歳

寿　小百合           ｺﾄﾌﾞｷ ｻﾕﾘ            一般2 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般3 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

明石　京子           ｱｶｼ ｷｮｳｺ             一般4 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般5 女子 バタフライ   50m ３５～３９歳
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岡　あゆみ           ｵｶ ｱﾕﾐ               一般6 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

松栄　安子           ﾏﾂｴ ﾔｽｺ              一般8 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般9 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

瓦谷有美子           ｶﾜﾗﾀﾆ ﾕﾐｺ            一般10 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般11 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

梅田　園子           ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ             一般12 女子 自由形  100m ５０～５４歳

一般13 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般14 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

永原　忠子           ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞｺ           一般15 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般16 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

山口　静子           ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ           一般17 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般18 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

大石　貴志           ｵｵｲｼ ﾀｶｼ             一般19 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般20 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

赤澤　　武           ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ            一般21 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般22 男子 自由形   50m ４５～４９歳

山形淳一郎           ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ       一般23 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般24 男子 自由形   50m ４５～４９歳

45
氏名: カナ: 学校:No.:

神鉄ＳＳ
性別: 申込種目:

横山　　修           ﾖｺﾔﾏ ｵｻﾑ             一般1 男子 自由形   50m ７０～７４歳

村津　淳子           ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ              一般2 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般3 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

梅木美紀子           ｳﾒｷ ﾐｷｺ              一般4 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般5 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般6 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

足立　博文           ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ            一般7 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

臼井　哲也           ｳｽｲ ﾃﾂﾔ              一般9 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般10 男子 自由形  100m ５５～５９歳

一般11 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

46
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇天神池スポー
性別: 申込種目:

丸山　幸子           ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｷ             一般1 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

篠田　玲子           ｼﾉﾀﾞ ﾚｲｺ             一般3 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

山口　美保           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾎ             一般4 女子 自由形   50m ４０～４４歳

川根　真理           ｶﾜﾈ ﾏﾘ               一般5 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般6 女子 個人メドレー  200m 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

田中　　真           ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ              一般9 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

小山　恵右           ｺﾔﾏ ｹｲｽｹ             一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

47
氏名: カナ: 学校:No.:

淡路ＭＳＣ
性別: 申込種目:

安田　真教           ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 バタフライ  100m ６０～６４歳

馬詰　晴久           ｳﾏｽﾞﾒ ﾊﾙﾋｻ           一般2 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

土居　浩二           ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳
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弓削田里子           ﾕｹﾞﾀ ｻﾄｺ             一般4 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

細川　幸宗           ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ           一般5 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４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

岩本　能昌           ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ           一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般10 男子 自由形  100m ４０～４４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

小田　将之           ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ             一般13 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般14 男子 自由形  100m ３５～３９歳

伏見　昌幸           ﾌｼﾐ ﾏｻﾕｷ             一般15 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

武田　心慰           ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄﾔｽ            一般16 男子 自由形   50m １８～２４歳

沼田　紀光           ﾇﾏﾀ ﾉﾘﾐﾂ             一般17 男子 自由形   50m １８～２４歳

木野　道男           ｷﾉ ﾐﾁｵ               一般18 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般19 男子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

48
氏名: カナ: 学校:No.:

田辺三菱沖縄
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

49
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

木村　恭子           ｷﾑﾗ ｷｮｳｺ             一般1 女子 自由形   50m ２５～２９歳

藤井　祐太           ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ             一般2 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般3 男子 バタフライ  100m １８～２４歳

太田　圭美           ｵｵﾀ ﾖｼﾐ              一般4 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

一般5 女子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

向井　良恵           ﾑｶｲ ﾖｼｴ              一般6 女子 自由形  100m ５０～５４歳

一般7 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

喜納　敏明           ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ             一般8 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

小山　路子           ｺﾔﾏ ﾐﾁｺ              一般10 女子 自由形   50m ６５～６９歳

杉本　君江           ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾐｴ            一般11 女子 自由形   50m ７５～７９歳

吉本みどり           ﾖｼﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ            一般12 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般13 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

5
氏名: カナ: 学校:No.:

FST
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

陶山　淳子           ｽﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ            一般3 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般4 女子 自由形  100m ２５～２９歳

倉橋　志帆           ｸﾗﾊｼ ｼﾎ              一般5 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

50
氏名: カナ: 学校:No.:

本山スイミングス
性別: 申込種目:

米田　　功           ﾖﾈﾀ ｲｻｵ              一般1 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

中山　崇会           ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｴ             一般2 女子 自由形   50m ４０～４４歳

佐藤　美喜           ｻﾄｳ ﾐｷ               一般3 女子 自由形   50m ４５～４９歳

藤井　智子           ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ             一般4 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般5 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳
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佐藤　節子           ｻﾄｳ ｾﾂｺ              一般6 女子 自由形   50m ７５～７９歳

一般7 女子 自由形  100m ７５～７９歳

一般8 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

藤田　良子           ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ            一般9 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般10 女子 自由形   50m ５５～５９歳

6
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木
性別: 申込種目:

廣實美恵子           ﾋﾛｻﾞﾈ ﾐｴｺ            一般1 女子 自由形   50m ５５～５９歳

小谷　　実           ｺﾀﾆ ﾐﾉﾙ              一般2 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般3 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

進藤ますみ           ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ            一般4 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般5 女子 自由形  100m ３５～３９歳

福永美恵子           ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｴｺ            一般6 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般7 女子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

岡田　兼男           ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ             一般8 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

7
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ妙法寺
性別: 申込種目:

岡田眞理子           ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ             一般1 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般2 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

8
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

増﨑　敏文           ﾏｽｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ           一般1 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

石原　　宏           ｲｼﾊﾗ 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

前川　孝司           ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ             一般5 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ７０～７４歳

永井　哲夫           ﾅｶﾞｲ ﾃﾂｵ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

小幡　浩之           ｺﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ            一般8 男子 自由形   50m ５０～５４歳

小幡　和子           ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ            一般9 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般10 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

奥田　紀子           ｵｸﾀﾞ ﾉﾘｺ             一般11 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般12 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

小野美千子           ｵﾉ ﾐﾁｺ               一般13 女子 自由形  100m ８５～８９歳

一般14 女子 平泳ぎ   50m ８５～８９歳

矢澤　明子           ﾔｻﾞﾜ ｱｷｺ             一般15 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般16 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

中谷　敏子           ﾅｶﾀﾆ ﾄｼｺ             一般17 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般18 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19 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般20 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

英保　達子           ｱﾎﾞ ﾀﾂｺ              一般21 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

一般22 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

奥谷　和代           ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾖ            一般23 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般24 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

水上佐智子           ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾁｺ            一般25 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般26 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

岸本　仁子           ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ             一般27 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般28 女子 自由形   50m ４０～４４歳
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三宅　玲子           ﾐﾔｹ ﾚｲｺ              一般29 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般30 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

9
氏名: カナ: 学校:No.:

sfida
性別: 申込種目:

仲下まゆみ           ﾅｶｼﾀ ﾏﾕﾐ             一般1 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 女子 自由形  100m ４５～４９歳

大黒　香里           ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ             一般3 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

上村　和代           ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ            一般4 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般5 女子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

田村　清美           ﾀﾑﾗ ｷﾖﾐ              一般6 女子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

山口　飛鳥           ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ            一般7 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般8 女子 自由形  100m ３５～３９歳

中原　健二           ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ            一般9 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

永山　岳司           ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ            一般12 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般13 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

江本　達哉           ｴﾓﾄ ﾀﾂﾔ              一般14 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般15 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

寺井　　忍           ﾃﾗｲ ｼﾉﾌﾞ             一般16 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

松下　広嗣           ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ            一般17 男子 自由形   50m １８～２４歳
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