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スタートリスト
競技№：   1 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3     8 ＪＳＳ妙法寺        兵  庫  3:45.00

JSSﾐｮｳﾎｳ            
２００～２３９歳

   37 伊坂知江美      ｲｻｶ ﾁｴﾐ         

   36 岡田眞理子      ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ        

   35 工藤　千代      ｸﾄﾞｳ ﾁﾖ         

   39 川畑　和生      ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ      

 4  1016 グンゼ西宮           3:35.00

ｸﾞﾝｾﾞﾆｼﾉ            
２８０～３１９歳

 1104 重見　洋子      ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ        

 1100 和住　泰子      ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ        

 1099 山本　豊子      ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｺ        

 1101 黒木八重子      ｸﾛｷ ﾔｴｺ         

 5  3001 パシオ立花           3:40.00

ﾊﾟｼｵﾀﾁﾊﾞ            
２４０～２７９歳

 1219 山本　安子      ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ        

 1217 齊藤　洋子      ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ        

 1218 上岡なゆみ      ｳｴｵｶ ﾅﾕﾐ        

 1220 鈴木　洋子      ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ        

 6

 7

 8



第4回兵庫県マスターズ水泳選手権大会               

                                                  

神戸ポートアイランドスポーツセンター  

Page    2

スタートリスト
競技№：   1 女子  200m メドレーリレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1

 2  1033 コパン須磨           3:00.00

ｺﾊﾟﾝｽﾏ              
１６０～１９９歳

 1197 富田　愛梨      ﾄﾐﾀ ｱｲﾘ         

 1193 廣井　千景      ﾋﾛｲ ﾁｶｹﾞ        

 1196 山田亜悠美      ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ        

 1195 野村　三枝      ﾉﾑﾗ ﾐｴ          

 3  1009 あるてんＳＴ         2:45.00

ｱﾙﾃﾝ ST             
１２０～１５９歳

 1056 清水　香菜      ｼﾐｽﾞ ｶﾅ         

 1057 安田　美紗      ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ         

 1059 鳩岡　　綾      ﾊﾄｵｶ ｱﾔ         

 1060 山口　美保      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾎ        

 4  1041 神戸ＰＩＳＣ         2:20.00

ｺｳﾍﾞPISC            
１２０～１５９歳

 1247 田井瑛美子      ﾀｲ ｴﾐｺ          

 1232 細川みな子      ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ        

 1236 藤岡　京子      ﾌｼﾞｵｶ ｷｮｳｺ      

 1246 土岐　静香      ﾄﾞｷ ｼｽﾞｶ        

 5  1001 アクトス神戸         2:45.00

ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ            
２００～２３９歳

 1024 中根　千寿      ﾅｶﾈ ﾁﾂﾞ         

 1023 木村　伸江      ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ        

 1026 灘井　美穂      ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ         

 1015 北野　厚子      ｷﾀﾉ ｱﾂｺ         

 6  1042 神戸ＰＩＳＣ         2:45.00

ｺｳﾍﾞPISC            
２００～２３９歳

 1225 橋本　妙子      ﾊｼﾓﾄ ﾀｴｺ        

 1234 内藤　里美      ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾐ        

 1252 藤田　協子      ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｺ       

 1224 廣渡　洋子      ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾖｳｺ       

 7  1035 シーマスター         3:02.00

ｼｰﾏｽﾀｰ              
１６０～１９９歳

 1208 西田みゆき      ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ        

 1209 梶原　亜希      ｶｼﾞﾊﾗ ｱｷ        

 1210 小林　直美      ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ       

 1204 高畑　政代      ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾖ        
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スタートリスト
競技№：   2 男子  200m メドレーリレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1

 2

 3  1028 ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山          2:47.00

ｺﾅﾐJﾔﾏ              
２００～２３９歳

 1178 清水　和雄      ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ       

 1179 縄船　広治      ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ       

 1180 八木乃恵留      ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ         

 1177 林野　克己      ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ        

 4  1061 Ｓｆｉｄａ           2:35.00

Sfida               
１６０～１９９歳

 1364 永山　岳司      ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ       

 1363 藤本　武嗣      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ       

 1366 中村　太一      ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ        

 1365 野村和一郎      ﾉﾑﾗ ﾜｲﾁﾛｳ       

 5  1031 コパン須磨           2:45.00

ｺﾊﾟﾝｽﾏ              
２００～２３９歳

 1187 梶川　　泉      ｶｼﾞｶﾜ ｲｽﾞﾐ      

 1189 日髙慎太郎      ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾀﾛｳ      

 1191 塩崎　幹夫      ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ       

 1188 山田　勝己      ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ        

 6  1006 Teamガレオンズ      

Teamｶﾞﾚｵ            
１１９歳以下

 1036 坂元　宏彰      ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ       

 1035 竹内　啓輔      ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ       

 1037 浅野　　諭      ｱｻﾉ ｻﾄｼ         

 1038 辻上　和輝      ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ     
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スタートリスト
競技№：   2 男子  200m メドレーリレー タイム決勝
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水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1  3002 神戸闘泳会           2:30.00

ｺｳﾍﾞﾄｳｴｲ            
１１９歳以下

 3001 宮本　知弥      ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾔ        

 1338 増田　雄輔      ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

 1340 細野　裕基      ﾎｿﾉ ﾕｳｷ         

 1339 増田　和也      ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾔ       

 2  1019 コナミ新長田         2:27.00

ｺﾅﾐｼﾝﾅｶﾞ            
１６０～１９９歳

 1131 杉山　和丈      ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾀｹ     

 1130 山下　泰史      ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ        

 1132 石田　雄輔      ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ       

 1135 蔭山　悟史      ｶｹﾞﾔﾏ ｻﾄｼ       

 3  1002 アクトス神戸         2:19.00

ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ            
１６０～１９９歳

 1007 安藤　直人      ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ       

 1010 渡辺　義道      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾁ      

 1013 内田　裕大      ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ        

 1005 織田　　隆      ｵﾀﾞ ﾀｶｼ         

 4  1044 神戸ＰＩＳＣ         2:15.00

ｺｳﾍﾞPISC            
１６０～１９９歳

 1249 和田　光男      ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ         

 1239 笠井　将徳      ｶｻｲ ﾏｻﾉﾘ        

 1226 松崎　剛志      ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｹｼ       

 1253 星加　英樹      ﾎｼｶ ﾋﾃﾞｷ        

 5  1050 共泳舞               2:15.00

ｷｮｳｴｲﾌﾞ             
１２０～１５９歳

 1262 山本　直幸      ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ       

 1261 中戸　博文      ﾅｶﾄ ﾋﾛﾌﾐ        

 1260 上田　和幸      ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ      

 1259 栢木龍一郎      ｶﾔﾉｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ    

 6  1027 ｺﾅﾐ東加古川          2:20.00

ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ            
１６０～１９９歳

 1170 村上　弘樹      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ        

 1168 松本　和久      ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ      

 1163 北山　二朗      ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ       

 1165 西本　恒孝      ﾆｼﾓﾄ ﾂﾈﾀｶ       

 7  1024 コナミ明石           2:29.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
２４０～２７９歳

 1143 山本　末喜      ﾐﾔﾓﾄ ｽｴｷ        

 1144 渡辺　達也      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ       

 1139 大西　健介      ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ       

 1142 宮田　俊明      ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ        

 8  3003 塚口ＳＳ             2:30.00

ﾂｶｸﾞﾁSS             
１６０～１９９歳

 1281 池辺　保明      ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ       

 1280 亀山　雅敏      ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ       

 1283 古川　和史      ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾌﾐ      

 1282 東　　　徳      ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾙ        
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スタートリスト
競技№：   2 男子  200m メドレーリレー タイム決勝

無差別
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ヨミガナ 学種
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 3組
 1  1026 コナミ明石           2:14.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
１１９歳以下

 1137 鹿間　和人      ｼｶﾏ ｶｽﾞﾄ        

 1138 井筒　星一      ｲﾂﾞﾂ ｾｲｲﾁ       

 1136 西田　明生      ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ        

 1140 人見　宏一      ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ        

 2  2003 菱川工務店           2:10.00

ﾋｼｶﾜｺｳﾑ             
１６０～１９９歳

 2001 高瀬　　明      ﾀｶｾ ｱｷﾗ         

 2002 滝井　幸治      ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ        

 2003 岡田　雅幸      ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ       

 2004 菱川　彰夫      ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ        

 3     6 兵庫県警            兵  庫  2:02.00

HPｹﾝｹｲ              
１１９歳以下

   10 加久見　翼      ｶｸﾐ ﾂﾊﾞｻ        

   15 八木　祐輔      ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ        

   13 奥見光太郎      ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ       

    8 成田　大輔      ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ       

 4  1043 神戸ＰＩＳＣ         2:00.00

ｺｳﾍﾞPISC            
１２０～１５９歳

 1237 安本　直樹      ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ        

 1248 草山　大輔      ｸｻﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ      

 1229 廣田　吉康      ﾋﾛﾀ ﾖｼﾔｽ        

 1238 桑田　　剛      ｸﾜﾀ ｺﾞｳ         

 5     5 兵庫県警            兵  庫  2:02.00

HPｹﾝｹｲ              
１１９歳以下

   14 廣田　翔吾      ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ       

   16 高嶋　直人      ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾄ        

   18 野中　颯太      ﾉﾅｶ ｿｳﾀ         

    7 谷口　　渉      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ       

 6  2005 コナミ西宮           2:05.00

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ            
１６０～１９９歳

 2014 塩入　雄佑      ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ       

 2015 山本　浩路      ﾔﾏﾓﾄ ｺｲｼﾞ       

 2017 生田　泰志      ｲｸﾀ ﾔｽｼ         

 2016 辺見　純至      ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ       

 7  2004 菱川工務店           2:10.00

ﾋｼｶﾜｺｳﾑ             
１６０～１９９歳

 2007 小東　和也      ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ      

 2008 谷口　好雄      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｵ       

 2006 山本健一郎      ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ     

 2009 佐伯　訓一      ｻｴｷ ｸﾝｲﾁ        

 8  1040 トヨタ神戸           2:15.00

ﾄﾖﾀｺｳﾍﾞ             
１１９歳以下

 1215 平尾　健太      ﾋﾗｵ ｹﾝﾀ         

 1214 中西　　平      ﾅｶﾆｼ ﾀｲﾗ        

 1213 亀之園　良      ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ       

 1216 平石　雄大      ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ      
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 1組
 1  1014 グンゼ西宮           3:50.00

ｸﾞﾝｾﾞﾆｼﾉ            
320歳以上（混合）

 1092 川上　裕功      ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾉﾘ       

 1103 金子　雅子      ｶﾈｺ ﾏｻｺ         

 1097 内山　利子      ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｺ        

 1089 瓜谷　忠夫      ｳﾘﾀﾆ ﾀﾀﾞｵ       

 2  1059 赤穂ＳＳ             3:10.00

ｱｺｳSS               
240～279歳（混合）

 1349 柏原　武志      ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ        

 1348 西山　昭代      ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾖ        

 1346 赤松美千子      ｱｶﾏﾂ ﾐﾁｺ        

 1350 村田　善紀      ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ        

 3  1020 コナミ明石           2:49.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
240～279歳（混合）

 1149 西田千代美      ﾆｼﾀﾞ ﾁﾖﾐ        

 1144 渡辺　達也      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ       

 1151 筆本真理子      ﾌﾃﾞﾓﾄ ﾏﾘｺ       

 1146 冨永　邦光      ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ      

 4    10 ＳＵＮ太子          兵  庫  2:40.00

SUNﾀｲｼ              
200～239歳（混合）

   40 宮垣　昌明      ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ      

   45 竹嵜　京子      ﾀｹｻﾞｷ ｷｮｳｺ      

   44 高原　敦子      ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ        

   41 横田建一郎      ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ      

 5  1018 コナミ大久保         2:46.00

ｺﾅﾐｵｵｸﾎﾞ            
280～319歳（混合）

 1124 八田　美夫      ﾊｯﾀ ﾖｼｵ         

 1126 菊池美津子      ｷｸﾁ ﾐﾂｺ         

 1127 升田美千子      ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ        

 1123 池野　　博      ｲｹﾉ ﾋﾛｼ         

 6  1015 グンゼ西宮           2:50.00

ｸﾞﾝｾﾞﾆｼﾉ            
280～319歳（混合）

 1105 大浜美和子      ｵｵﾊﾏ ﾐﾜｺ        

 1104 重見　洋子      ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ        

 1088 岡見　紀夫      ｵｶﾐ ﾉﾘｵ         

 1093 栗山　悌二      ｸﾘﾔﾏ ﾃｲｼﾞ       

 7  1053 神戸北町Vivo         3:30.00

ｺｳﾍﾞVivo            
160～199歳（混合）

 1275 岡　あゆみ      ｵｶ ｱﾕﾐ          

 1272 山下　博美      ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ        

 1278 吉田健太郎      ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ      

 1277 赤澤　　武      ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ       

 8
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スタートリスト
競技№：  13 混合  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1  1058 神戸楽泳会           2:35.00

ｺｳﾍﾞﾗｸｴｲ            
160～199歳（混合）

 1336 笠本　明里      ｶｻﾓﾄ ｱｶﾘ        

 1335 高岡　智宏      ﾀｶｵｶ ﾄﾓﾋﾛ       

 1337 高橋美也子      ﾀｶﾊｼ ﾐﾔｺ        

 1334 宮中　一男      ﾐﾔﾅｶ ｶｽﾞｵ       

 2  3004 塚口ＳＳ             2:30.00

ﾂｶｸﾞﾁSS             
119歳以下（混合）

 1280 亀山　雅敏      ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ       

 1285 河村　嘉子      ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ        

 1284 高橋　奈々      ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ         

 1283 古川　和史      ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾌﾐ      

 3  1051 兵教大水泳部         2:20.00

ﾋｮｳｷｮｳﾀﾞ            
119歳以下（混合）

 1263 中島　佳織      ﾅｶｼﾏ ｶｵﾘ        

 1265 高橋　雅哉      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ        

 1267 前田　　唯      ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ         

 1264 福本祐太郎      ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ      

 4     9 ＳＵＮ太子          兵  庫  2:15.00

SUNﾀｲｼ              
120～159歳（混合）

   42 金子　　明      ｶﾈｺ ｱｷﾗ         

   43 松浦　孝彦      ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ       

   48 桑田由紀子      ｸﾜﾀ ﾕｷｺ         

   47 榮　　美和      ｻｶｴ ﾐﾜ          

 5  1021 コナミ明石           2:15.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
160～199歳（混合）

 1148 髙田　伸子      ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｺ        

 1140 人見　宏一      ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ        

 1150 富塚砂穂子      ﾄﾐﾂｶ ｻﾎｺ        

 1139 大西　健介      ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ       

 6  1046 神戸ＰＩＳＣ         2:25.00

ｺｳﾍﾞPISC            
200～239歳（混合）

 1249 和田　光男      ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ         

 1228 竹中佐江子      ﾀｹﾅｶ ｻｴｺ        

 1227 岩城ちづる      ｲﾜｷ ﾁﾂﾞﾙ        

 1245 岸　　紘平      ｷｼ ｺｳﾍｲ         

 7  3005 塚口ＳＳ             2:30.00

ﾂｶｸﾞﾁSS             
200～239歳（混合）

 1281 池辺　保明      ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ       

 1282 東　　　徳      ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾙ        

 1288 能登　和子      ﾉﾄ ﾏｽﾞｺ         

 1287 小寺真美子      ｺﾃﾞﾗ ﾏﾐｺ        

 8  1060 Ｓｆｉｄａ           2:35.00

Sfida               
200～239歳（混合）

 1365 野村和一郎      ﾉﾑﾗ ﾜｲﾁﾛｳ       

 1368 大黒　香里      ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ        

 1362 野村　和興      ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵｷ       

 1369 上村　和代      ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ       
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スタートリスト
競技№：  13 混合  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 3組
 1  1037 シーマスター         2:12.00

ｼｰﾏｽﾀｰ              
160～199歳（混合）

 1200 冨山　正幹      ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ        

 1208 西田みゆき      ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ        

 1210 小林　直美      ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ       

 1203 小林　弘幸      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ      

 2  1045 神戸ＰＩＳＣ         2:10.00

ｺｳﾍﾞPISC            
160～199歳（混合）

 1251 天野真由美      ｱﾏﾉ ﾏﾕﾐ         

 1244 久保　良太      ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ        

 1255 白濵　真美      ｼﾗﾊﾏ ﾏﾐ         

 1250 土井　　淳      ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝ        

 3  1005 アクトス神戸         2:09.00

ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ            
160～199歳（混合）

 1026 灘井　美穂      ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ         

 1027 山中　陽香      ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ        

 1009 後藤　　実      ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ        

 1013 内田　裕大      ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ        

 4     7 兵庫県警            兵  庫  2:00.00

HPｹﾝｹｲ              
120～159歳（混合）

    9 楢原　建一      ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ       

   21 善才　　桜      ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ       

   22 坪田　莉菜      ﾂﾎﾞﾀ ﾘﾅ         

    1 岡田　俊明      ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ       

 5  1029 ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山          2:05.00

ｺﾅﾐJﾔﾏ              
120～159歳（混合）

 1182 髙森　俊輔      ﾀｶﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ      

 1185 野本　真帆      ﾉﾓﾄ ﾏﾎ          

 1184 菊池　栄里      ｷｸﾁ ｴﾘ          

 1180 八木乃恵留      ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ         

 6  1010 あるてんＳＴ         2:10.00

ｱﾙﾃﾝ ST             
120～159歳（混合）

 1050 小田　裕希      ｵﾀﾞ ﾕｳｷ         

 1057 安田　美紗      ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ         

 1058 池内　真衣      ｲｹｳﾁ ﾏｲ         

 1049 永井　　学      ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ       

 7  2007 コナミ西宮           2:10.00

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ            
160～199歳（混合）

 2015 山本　浩路      ﾔﾏﾓﾄ ｺｲｼﾞ       

 2014 塩入　雄佑      ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ       

 2012 青木さおり      ｱｵｷ ｻｵﾘ         

 2010 辺見　裕子      ﾍﾝﾐ ﾋﾛｺ         

 8  1036 シーマスター         2:13.00

ｼｰﾏｽﾀｰ              
200～239歳（混合）

 1202 福永　年秋      ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ      

 1204 高畑　政代      ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾖ        

 1205 甲斐美佐緒      ｶｲ ﾐｻｵ          

 1201 玉置　哲明      ﾀﾏｵｷ ﾄﾓｱｷ       
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スタートリスト
競技№：  22 女子  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1052 神戸北町Vivo         3:40.00

ｺｳﾍﾞVivo            
２４０～２７９歳

 1270 藤井　早苗      ﾌｼﾞｲ ｻﾅｴ        

 1276 松栄　安子      ﾏﾂｴ ﾔｽｺ         

 1271 山口　静子      ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ      

 1269 梅田　園子      ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ        

 2  1022 コナミ明石           2:44.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
２００～２３９歳

 1150 富塚砂穂子      ﾄﾐﾂｶ ｻﾎｺ        

 1151 筆本真理子      ﾌﾃﾞﾓﾄ ﾏﾘｺ       

 1149 西田千代美      ﾆｼﾀﾞ ﾁﾖﾐ        

 1148 髙田　伸子      ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｺ        

 3  1003 アクトス神戸         2:24.00

ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ            
１６０～１９９歳

 1015 北野　厚子      ｷﾀﾉ ｱﾂｺ         

 1026 灘井　美穂      ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ         

 1027 山中　陽香      ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ        

 1025 大高　知子      ｵｵﾀｶ ﾄﾓｺ        

 4  1047 神戸ＰＩＳＣ         2:10.00

ｺｳﾍﾞPISC            
１２０～１５９歳

 1247 田井瑛美子      ﾀｲ ｴﾐｺ          

 1256 山内　真希      ﾔﾏｳﾁ ﾏｷ         

 1241 明石　京子      ｱｶｼ ｷｮｳｺ        

 1236 藤岡　京子      ﾌｼﾞｵｶ ｷｮｳｺ      

 5  1048 神戸ＰＩＳＣ         2:15.00

ｺｳﾍﾞPISC            
１６０～１９９歳

 1251 天野真由美      ｱﾏﾉ ﾏﾕﾐ         

 1235 鳥羽　仁美      ﾄﾊﾞ ﾋﾄﾐ         

 1243 阿南　智子      ｱﾅﾝ ﾄﾓｺ         

 1246 土岐　静香      ﾄﾞｷ ｼｽﾞｶ        

 6  1034 コパン須磨           2:30.00

ｺﾊﾟﾝｽﾏ              
１６０～１９９歳

 1196 山田亜悠美      ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ        

 1197 富田　愛梨      ﾄﾐﾀ ｱｲﾘ         

 1194 山田美貴子      ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷｺ        

 1195 野村　三枝      ﾉﾑﾗ ﾐｴ          

 7  1017 グンゼ西宮           3:08.00

ｸﾞﾝｾﾞﾆｼﾉ            
２８０～３１９歳

 1104 重見　洋子      ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ        

 1101 黒木八重子      ｸﾛｷ ﾔｴｺ         

 1099 山本　豊子      ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖｺ        

 1100 和住　泰子      ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ        

 8
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スタートリスト
競技№：  23 男子  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:47 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1057 淡路ＭＳＣ           3:20.00

ｱﾜｼﾞMSC             
２８０～３１９歳

 1324 石井　良和      ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ       

 1333 吉住　和幸      ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ     

 1325 髙林　淳一      ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ   

 1326 竹中　司朗      ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ        

 2  1012 アクトス加古川       2:40.00

ｱｸﾄｽｶｺｶﾞ            
２８０～３１９歳

 1064 西　　宏哉      ﾆｼ ﾋﾛﾔ          

 1065 池渕　雅生      ｲｹﾌﾞﾁ ﾏｻｵ       

 1066 高谷　勝平      ﾀｶﾀﾆ ｶﾂﾍｲ       

 1067 大瀬　幸蔵      ｵｵｾ ｺｳｿﾞｳ       

 3  1023 コナミ明石           2:32.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
２８０～３１９歳

 1143 山本　末喜      ﾐﾔﾓﾄ ｽｴｷ        

 1145 吉田　増夫      ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ        

 1146 冨永　邦光      ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ      

 1142 宮田　俊明      ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ        

 4  1032 コパン須磨           2:15.00

ｺﾊﾟﾝｽﾏ              
１６０～１９９歳

 1192 小林　　博      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ       

 1191 塩崎　幹夫      ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ       

 1188 山田　勝己      ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ        

 1187 梶川　　泉      ｶｼﾞｶﾜ ｲｽﾞﾐ      

 5  1055 彩華ＳＣ             2:20.46

ｻｲｶSC               
１１９歳以下

 1308 谷口　真一      ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ      

 1307 中澤　憲哉      ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾔ       

 1306 山中　　丹      ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾗ        

 1309 奥村　啓一      ｵｸﾑﾗ ｹｲｲﾁ       

 6  1011 あるてんＳＴ         2:40.00

ｱﾙﾃﾝ ST             
２４０～２７９歳

 1051 稲岡　博彦      ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾋｺ       

 1052 小林　良一      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ     

 1055 田中　　真      ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ         

 1053 藤原　秀俊      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ     

 7  1054 神戸北町Vivo         3:20.00

ｺｳﾍﾞVivo            
１６０～１９９歳

 1279 松本　　瞬      ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ        

 1274 川畑　勇次      ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ      

 1278 吉田健太郎      ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ      

 1277 赤澤　　武      ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ       

 8  1007 Teamガレオンズ      

Teamｶﾞﾚｵ            
１１９歳以下

 1037 浅野　　諭      ｱｻﾉ ｻﾄｼ         

 1035 竹内　啓輔      ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ       

 1038 辻上　和輝      ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ     

 1036 坂元　宏彰      ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ       
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スタートリスト
競技№：  23 男子  200m リレー タイム決勝

無差別

     

     

     

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:48 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1  1013 アクトス明石         2:08.00

ｱｸﾄｽｱｶｼ             
２００～２３９歳

 1072 荻野　泰三      ｵｷﾞﾉ ﾀｲｿﾞｳ      

 1077 坂井　忠史      ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ        

 1073 横道　純次      ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ     

 1082 岸　　秀樹      ｷｼ ﾋﾃﾞｷ         

 2  1039 トヨタ神戸           2:00.00

ﾄﾖﾀｺｳﾍﾞ             
１１９歳以下

 1215 平尾　健太      ﾋﾗｵ ｹﾝﾀ         

 1213 亀之園　良      ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ       

 1214 中西　　平      ﾅｶﾆｼ ﾀｲﾗ        

 1216 平石　雄大      ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ      

 3  1025 コナミ明石           1:59.00

ｺﾅﾐｱｶｼ              
１１９歳以下

 1136 西田　明生      ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ        

 1137 鹿間　和人      ｼｶﾏ ｶｽﾞﾄ        

 1139 大西　健介      ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ       

 1138 井筒　星一      ｲﾂﾞﾂ ｾｲｲﾁ       

 4  1008 チームあいあい       1:56.00

TeamAIAI            
１６０～１９９歳

 1048 森川太一郎      ﾓﾘｶﾜ ﾀｲﾁﾛｳ      

 1047 八木　　滋      ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ        

 1046 井出　大輔      ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ       

 1045 相木　貴行      ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ        

 5  1056 淡路ＭＳＣ           1:56.00

ｱﾜｼﾞMSC             
１２０～１５９歳

 1330 竹中　太希      ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ        

 1329 岩本　能昌      ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ      

 1331 伏見　昌幸      ﾌｼﾐ ﾏｻﾕｷ        

 1332 沼田　紀光      ﾇﾏﾀ ﾉﾘﾐﾂ        

 6  1038 シーマスター         2:00.00

ｼｰﾏｽﾀｰ              
２００～２３９歳

 1202 福永　年秋      ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ      

 1199 畠山　秀之      ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ     

 1203 小林　弘幸      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ      

 1201 玉置　哲明      ﾀﾏｵｷ ﾄﾓｱｷ       

 7  1049 共泳舞               2:00.00

ｷｮｳｴｲﾌﾞ             
１２０～１５９歳

 1261 中戸　博文      ﾅｶﾄ ﾋﾛﾌﾐ        

 1260 上田　和幸      ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ      

 1262 山本　直幸      ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ       

 1259 栢木龍一郎      ｶﾔﾉｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ    

 8  1030 ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山          2:15.00

ｺﾅﾐJﾔﾏ              
２００～２３９歳

 1177 林野　克己      ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ        

 1179 縄船　広治      ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ       

 1178 清水　和雄      ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ       

 1182 髙森　俊輔      ﾀｶﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ      
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水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2015/08/09 9:32:48 SEIKO Swimming Results System

 3組
 1  2002 菱川工務店           1:55.00

ﾋｼｶﾜｺｳﾑ             
１６０～１９９歳

 2004 菱川　彰夫      ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ        

 2002 滝井　幸治      ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ        

 2003 岡田　雅幸      ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ       

 2005 一色　佳高      ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ       

 2  2006 コナミ西宮           1:52.00

ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ            
１６０～１９９歳

 2015 山本　浩路      ﾔﾏﾓﾄ ｺｲｼﾞ       

 2014 塩入　雄佑      ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ       

 2016 辺見　純至      ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ       

 2017 生田　泰志      ｲｸﾀ ﾔｽｼ         

 3     3 兵庫県警            兵  庫  1:52.00

HPｹﾝｹｲ              
１２０～１５９歳

   11 藤本　昴大      ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ     

   16 高嶋　直人      ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾄ        

   18 野中　颯太      ﾉﾅｶ ｿｳﾀ         

   13 奥見光太郎      ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ       

 4     1 兵庫県警            兵  庫  1:52.00

HPｹﾝｹｲ              
１１９歳以下

    9 楢原　建一      ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ       

    4 花井　宏祐      ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ        

   10 加久見　翼      ｶｸﾐ ﾂﾊﾞｻ        

    5 竹内　秀夫      ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ       

 5     2 兵庫県警            兵  庫  1:52.00

HPｹﾝｹｲ              
１１９歳以下

    6 木庭　和彦      ｷﾆﾜ ｶｽﾞﾋｺ       

    3 浅野　健一      ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ        

    8 成田　大輔      ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ       

    7 谷口　　渉      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ       

 6     4 兵庫県警            兵  庫  1:52.00

HPｹﾝｹｲ              
１２０～１５９歳

   15 八木　祐輔      ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ        

   17 岩川　丈亮      ｲﾜｶﾜ ｼﾞｮｳｽｹ     

   14 廣田　翔吾      ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ       

   12 近藤　真史      ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ       

 7  2001 菱川工務店           1:55.00

ﾋｼｶﾜｺｳﾑ             
１６０～１９９歳

 2009 佐伯　訓一      ｻｴｷ ｸﾝｲﾁ        

 2007 小東　和也      ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ      

 2006 山本健一郎      ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ     

 2001 高瀬　　明      ﾀｶｾ ｱｷﾗ         

 8  1004 アクトス神戸         1:56.00

ｱｸﾄｽｺｳﾍﾞ            
１６０～１９９歳

 1013 内田　裕大      ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ        

 1010 渡辺　義道      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾁ      

 1005 織田　　隆      ｵﾀﾞ ﾀｶｼ         

 1012 堀江　祐三      ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ       


