
第4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

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28724 兵庫県警

兵庫県警             HPｹﾝｹｲ        一般1 男子 リレー  200m １１９歳以下

一般2 男子 リレー  200m １２０～１５９歳

一般3 男子 リレー  200m １２０～１５９歳

一般4 混合 リレー  200m １２０～１５９歳

一般5 男子 リレー  200m １１９歳以下

一般6 男子 メドレーリレー  200m １１９歳以下

一般7 男子 メドレーリレー  200m １１９歳以下

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28852 ＪＳＳ妙法寺

ＪＳＳ妙法寺         JSSﾐｮｳﾎｳ      一般1 女子 メドレーリレー  200m ２００～２３９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28862 ＳＵＮ太子

ＳＵＮ太子           SUNﾀｲｼ        一般1 混合 リレー  200m １２０～１５９歳

一般2 混合 リレー  200m ２００～２３９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z09 Ｓｆｉｄａ

Ｓｆｉｄａ           Sfida         一般1 混合 リレー  200m 200～239歳（混合）

一般2 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z18 チームあいあい

チームあいあい       TeamAIAI      一般1 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z20 アクトス神戸

アクトス神戸         ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ      一般1 女子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般2 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般3 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般4 女子 メドレーリレー  200m ２００～２３９歳

一般5 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z21 アクトス明石

アクトス明石         ｱｸﾄｽｱｶｼ       一般1 男子 リレー  200m ２００～２３９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z22 あるてんＳＴ

あるてんＳＴ         ｱﾙﾃﾝ ST       一般1 混合 リレー  200m 120～159歳（混合）

一般2 男子 リレー  200m ２４０～２７９歳

一般3 女子 メドレーリレー  200m １２０～１５９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z26 グンゼ西宮

グンゼ西宮           ｸﾞﾝｾﾞﾆｼﾉ      一般1 混合 リレー  200m 320歳以上（混合）

一般2 混合 リレー  200m 280～319歳（混合）

一般3 女子 リレー  200m ２８０～３１９歳

一般4 女子 メドレーリレー  200m ２８０～３１９歳

1/4 ページ2015年8月4日 21:44:19



第4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

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z28 ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山

ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山          ｺﾅﾐJﾔﾏ        一般1 混合 リレー  200m 120～159歳（混合）

一般2 男子 リレー  200m ２００～２３９歳

一般3 男子 メドレーリレー  200m ２００～２３９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z32 コナミ新長田

コナミ新長田         ｺﾅﾐｼﾝﾅｶﾞ      一般1 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z34 コナミ西宮

コナミ西宮           ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ 一般1 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般2 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般3 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z35 コナミ大久保

コナミ大久保         ｺﾅﾐｵｵｸﾎﾞ      一般1 混合 リレー  200m 280～319歳（混合）

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z36 ｺﾅﾐ東加古川

ｺﾅﾐ東加古川          ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ      一般1 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z38 コナミ明石

コナミ明石 ｺﾅﾐｱｶｼ 一般1 男子 リレー  200m １１９歳以下

一般2 混合 リレー  200m 240～279歳（混合）

一般3 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般4 女子 リレー  200m ２００～２３９歳

一般5 男子 リレー  200m ２８０～３１９歳

一般6 男子 メドレーリレー  200m １１９歳以下

一般7 男子 メドレーリレー  200m ２４０～２７９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z39 コパン須磨

コパン須磨           ｺﾊﾟﾝｽﾏ        一般1 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般2 女子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般3 男子 メドレーリレー  200m ２００～２３９歳

一般4 女子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z40 シーマスター

シーマスター         ｼｰﾏｽﾀｰ        一般1 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般2 混合 リレー  200m 200～239歳（混合）

一般3 男子 リレー  200m ２００～２３９歳

一般4 女子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z42 パシオ立花

パシオ立花 ﾊﾟｼｵﾀﾁﾊﾞ 一般1 女子 メドレーリレー  200m ２４０～２７９歳
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氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z46 共泳舞

共泳舞               ｷｮｳｴｲﾌﾞ       一般1 男子 リレー  200m １２０～１５９歳

一般2 男子 メドレーリレー  200m １２０～１５９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z48 彩華ＳＣ

彩華ＳＣ             ｻｲｶSC         一般1 男子 リレー  200m １１９歳以下

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z52 神戸ＰＩＳＣ

神戸ＰＩＳＣ         ｺｳﾍﾞPISC      一般1 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般2 女子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般3 女子 リレー  200m １２０～１５９歳

一般4 混合 リレー  200m 200～239歳（混合）

一般5 女子 メドレーリレー  200m ２００～２３９歳

一般6 女子 メドレーリレー  200m １２０～１５９歳

一般7 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

一般8 男子 メドレーリレー  200m １２０～１５９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z54 神戸楽泳会

神戸楽泳会           ｺｳﾍﾞﾗｸｴｲ      一般1 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z55 神戸北町Vivo

神戸北町Vivo         ｺｳﾍﾞVivo      一般1 女子 リレー  200m ２４０～２７９歳

一般2 混合 リレー  200m 160～199歳（混合）

一般3 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z58 淡路ＭＳＣ

淡路ＭＳＣ           ｱﾜｼﾞMSC       一般1 男子 リレー  200m １２０～１５９歳

一般2 男子 リレー  200m ２８０～３１９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z61 菱川工務店

菱川工務店           ﾋｼｶﾜｺｳﾑ 一般1 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般2 男子 リレー  200m １６０～１９９歳

一般3 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

一般4 男子 メドレーリレー  200m １６０～１９９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z66 Teamガレオンズ

Teamガレオンズ Teamｶﾞﾚｵ 一般1 男子 リレー  200m １１９歳以下

一般2 男子 メドレーリレー  200m １１９歳以下

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z67 アクトス加古川

アクトス加古川       ｱｸﾄｽｶｺｶﾞ      一般1 男子 リレー  200m ２８０～３１９歳

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z68 トヨタ神戸

トヨタ神戸           ﾄﾖﾀｺｳﾍﾞ       一般1 男子 リレー  200m １１９歳以下

一般2 男子 メドレーリレー  200m １１９歳以下
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第4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

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z72 神戸闘泳会

神戸闘泳会 ｺｳﾍﾞﾄｳｴｲ 一般1 女子 メドレーリレー  200m １１９歳以下

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z74 赤穂ＳＳ

赤穂ＳＳ             ｱｺｳSS         一般1 混合 リレー  200m 240～279歳（混合）

氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

28Z76 兵教大水泳部

兵教大水泳部         ﾋｮｳｷｮｳﾀﾞ      一般1 混合 リレー  200m 119歳以下（混合）
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