
第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

27703
氏名: カナ: 学校:No.:

吹田三中教員    
性別: 申込種目:

稲森　昭典           ｲﾅﾓﾘ ｱｷﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般2 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

28716
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾀﾐｼﾞｴｲﾀｲ       
性別: 申込種目:

福栄　孝輔           ﾌｸｴ ｺｳｽｹ             一般1 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

28724
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県警        
性別: 申込種目:

赤瀬　　慎           ｱｶｾ ｼﾝ               一般1 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

花井　宏祐           ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ             一般2 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

竹内　秀夫           ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ            一般4 男子 自由形   50m ３５～３９歳

谷口　　渉           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ            一般5 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般6 男子 自由形  100m ３５～３９歳

成田　大輔           ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ            一般7 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般8 男子 自由形  100m ３０～３４歳

楢原　建一           ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ            一般9 男子 バタフライ   50m ３０～３４歳

藤本　昴大           ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ          一般10 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般11 男子 自由形  100m ２５～２９歳

藤本　能範           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ           一般12 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般13 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

岩川　丈亮           ｲﾜｶﾜ ｼﾞｮｳｽｹ          一般14 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

一般15 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

善才　　桜           ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ            一般16 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般17 女子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

坪田　莉菜           ﾂﾎﾞﾀ ﾘﾅ              一般18 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

一般19 女子 バタフライ  100m １８～２４歳

一般20 女子 個人メドレー  200m １８～２４歳

和田かおり           ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ              一般21 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ        
性別: 申込種目:

古川　和史           ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾌﾐ           一般1 男子 自由形  100m ４０～４４歳

池辺　保明           ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ            一般2 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般3 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

亀山　雅敏           ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ            一般4 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

大川　真司           ｵｵｶﾜ ｼﾝｼﾞ            一般6 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般7 男子 自由形  100m ３０～３４歳

本木　　裕           ﾓﾄｷ ﾋﾛｼ              一般8 男子 自由形   50m ４５～４９歳

麻生　柊斗           ｱｿｳ ｼｭｳﾄ             大学（1）9 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

前田　和輝           ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ            大学（1）10 男子 自由形   50m １８～２４歳

河村　嘉子           ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ             一般11 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般12 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳
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第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28810
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木      
性別: 申込種目:

進藤ますみ           ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ            一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 女子 自由形  100m ３５～３９歳

稲垣　義民           ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀﾐ           一般3 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

岡田　兼男           ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般6 男子 平泳ぎ  100m ７５～７９歳

岡田　好子           ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ             一般7 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般8 女子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

高田　典子           ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘｺ             一般9 女子 バタフライ   50m ３５～３９歳

野津由美子           ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ              一般10 女子 自由形   50m １８～２４歳

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐ東加古川     
性別: 申込種目:

北山　二朗           ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ            一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

西本　恒孝           ﾆｼﾓﾄ ﾂﾈﾀｶ            一般3 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

藤澤　　誠           ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ            一般5 男子 バタフライ  100m ５５～５９歳

藤浪　正己           ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻﾐ            一般6 男子 自由形   50m ５５～５９歳

坂田　　亨           ｻｶﾀ ﾄｵﾙ              一般7 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般8 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

安藤　昌樹           ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ            一般9 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般10 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

中田　武志           ﾅｶﾀﾞ ﾀｹｼ             一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

藤村　和正           ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ          一般13 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般14 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

一般15 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

栢沼美智子           ｶﾔﾇﾏ ﾐﾁｺ             一般16 女子 自由形   50m ８０～８４歳

一般17 女子 自由形  100m ８０～８４歳

中尾　海子           ﾅｶｵ ｶｲｺ              一般18 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般19 女子 自由形  100m ６５～６９歳

上垣　照子           ｳｴｶﾞｷ ﾃﾙｺ            一般20 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般21 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

中西　鈴子           ﾅｶﾆｼ ｽｽﾞｺ            一般22 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般23 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般24 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

藤浪奈加子           ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ           一般25 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般26 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳
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第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28816
氏名: カナ: 学校:No.:

エスパティオ    
性別: 申込種目:

橋谷　秀雄           ﾊｼﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ８０～８４歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ８０～８４歳

品川　光明           ｼﾅｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ           一般3 男子 自由形   50m ７５～７９歳

一般4 男子 自由形  100m ７５～７９歳

辻　　憲昭           ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般6 男子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

吉田　　悟           ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

森岡　幸平           ﾓﾘｵｶ ｺｳﾍｲ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般9 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

下河　喜恵           ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ             一般10 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般11 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

船橋　雅子           ﾌﾅﾊｼ ﾏｻｺ             一般12 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般13 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

竹田　公美           ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ              一般14 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般15 女子 個人メドレー  200m ６０～６４歳

小野　真理           ｵﾉ ﾏﾘ                一般16 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般17 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

池上美恵子           ｲｹｶﾞﾐ ﾐｴｺ            一般18 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般19 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

木全　孝明           ｷﾏﾀ ﾀｶｱｷ             一般20 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般21 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

杉浦　幸子           ｽｷﾞｳﾗ ｻﾁｺ            一般22 女子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

佐藤　令子           ｻﾄｳ ﾚｲｺ              一般23 女子 自由形   50m ６５～６９歳

森岡　有子           ﾓﾘｵｶ ﾕｳｺ             一般24 女子 自由形  100m ４０～４４歳

阿部恵美子           ｱﾍﾞ ｴﾐｺ              一般25 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般26 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般27 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳
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第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐ本店西宮     
性別: 申込種目:

小菊　牧夫           ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般2 男子 自由形  100m ５０～５４歳

一般3 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

上村　和則           ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ           一般4 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

塩入　雄佑           ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ            一般5 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般6 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

石川　修二           ｲｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ           一般7 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般8 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般9 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

岩下　真三           ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ           一般10 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

村田　栄志           ﾑﾗﾀ ｴｲｼﾞ             一般12 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般13 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

青木さおり           ｱｵｷ ｻｵﾘ              一般14 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

辺見　裕子           ﾍﾝﾐ ﾋﾛｺ              一般15 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

吉田　　薫           ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ             一般16 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般17 女子 背泳ぎ  100m ３０～３４歳

端　　愛子           ﾊﾀ ｱｲｺ               一般18 女子 自由形  100m ３０～３４歳

辺見　純至           ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ            一般19 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般20 男子 自由形  100m ５５～５９歳

28826
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 ５０～５４歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

前川　孝司           ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ             一般3 男子 自由形  100m ７５～７９歳

一般4 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

一般5 男子 個人メドレー  200m ７５～７９歳

中山　亜哉           ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ              一般6 女子 自由形  100m ４０～４４歳

一般7 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

小野美千子           ｵﾉ ﾐﾁｺ               一般8 女子 自由形  100m ９０～９４歳

一般9 女子 平泳ぎ   50m ９０～９４歳

奥田　紀子           ｵｸﾀﾞ ﾉﾘｺ             一般10 女子 自由形   50m ７５～７９歳

岸本　仁子           ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ             一般11 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般12 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

増﨑　三重           ﾏｽｻﾞｷ ﾐｴ             一般13 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般14 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

田中　　真           ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ              一般15 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９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 ５０～５４歳

中山　崇会           ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｴ             一般2 女子 自由形   50m ４５～４９歳

藤田　良子           ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ            一般3 女子 自由形   50m ５５～５９歳

鈴木　リカ           ｽｽﾞｷ ﾘｶ              一般4 女子 自由形   50m ４０～４４歳
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28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸       
性別: 申込種目:

春井　浩蔵           ﾊﾙｲ ｺｳｿﾞｳ            一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

大橋　充典           ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ            一般2 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般3 男子 自由形  100m ５５～５９歳

本間　春雪           ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾕｷ             一般4 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般5 男子 自由形  100m ４０～４４歳

杉本　洋平           ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ           一般6 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般7 男子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

星山　直闘           ﾎｼﾔﾏ ﾅｵﾄ             一般9 男子 自由形   50m １８～２４歳

竹内　大輝           ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ            一般10 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

柳原　友子           ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ           一般12 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般13 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

姫路　惠子           ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ             一般14 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般15 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

植田　治美           ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ             一般16 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般17 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

濱場　直子           ﾊﾏﾊﾞ ﾅｵｺ             一般18 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般19 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

阿南　智子           ｱﾅﾝ ﾄﾓｺ              一般20 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般21 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

井上　　泉           ｲﾉｳｴ ｲｽﾞﾐ            一般22 女子 自由形   50m ３５～３９歳

28852
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ妙法寺    
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 ４０～４４歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

川畑　和生           ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ           一般3 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

内海希代子           ｳﾂﾐ ｷﾖｺ              一般5 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般6 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般7 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

岡田眞理子           ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ             一般8 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般9 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

牧野　京子           ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ             一般10 女子 自由形   50m ６５～６９歳

楞野　信子           ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ            一般11 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般12 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

松山富美子           ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐｺ             一般13 女子 自由形   50m ７０～７４歳

三ケ島万優           ﾐｹｼﾏ ﾏﾕ              一般14 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般15 女子 自由形  100m １８～２４歳

沖原　昌子           ｵｷﾊﾗ ﾏｻｺ             一般16 女子 自由形   50m ８０～８４歳

工藤　千代           ｸﾄﾞｳ ﾁﾖ              一般17 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般18 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳
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28857
氏名: カナ: 学校:No.:

神鉄ＳＳ        
性別: 申込種目:

臼井　哲也           ｳｽｲ ﾃﾂﾔ              一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般3 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

林　　邦朋           ﾊﾔｼ ｸﾆﾄﾓ             一般4 男子 自由形  100m ４０～４４歳

梅木美紀子           ｳﾒｷ ﾐｷｺ              一般5 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般6 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

村津　淳子           ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ              一般7 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般8 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般9 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

上中　重美           ｳｴﾅｶ ｼｹﾞﾐ            一般10 女子 自由形  100m ４０～４４歳

一般11 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

村上　　彩           ﾑﾗｶﾐ ｱﾔ              一般12 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般13 女子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田      
性別: 申込種目:

平野　雅俊           ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般3 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

荒木眞美子           ｱﾗｷ ﾏﾐｺ              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 バタフライ   50m ６０～６４歳

川名　征二           ｶﾜﾅ ｾｲｼﾞ             一般7 男子 自由形   50m ７５～７９歳

一般8 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般9 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

磯田　賢一           ｲｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ            一般10 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

一般11 男子 バタフライ  100m ７０～７４歳

一般12 男子 個人メドレー  200m ７０～７４歳

北川　正雄           ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｵ            一般13 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

北川　秀代           ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾖ           一般14 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳
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28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子      
性別: 申込種目:

黒田　光昭           ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ            一般1 男子 平泳ぎ  100m ７５～７９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ７５～７９歳

一般3 男子 個人メドレー  200m ７５～７９歳

宮垣　昌明           ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ           一般4 男子 自由形  100m ４５～４９歳

牛嶋　浩一           ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ           一般5 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

横田建一郎           ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ           一般7 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

金子　　明           ｶﾈｺ ｱｷﾗ              一般9 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

松浦　孝彦           ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ            一般10 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

尾塩　温史           ｵｼｵ ｱﾂｼ              一般11 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般12 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

一般13 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

高原　敦子           ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ             一般14 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

竹嵜　京子           ﾀｹｻﾞｷ ｷｮｳｺ           一般15 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

杉本　泰代           ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾖ            一般16 女子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

桑田由紀子           ｸﾜﾀ ﾕｷｺ              一般17 女子 自由形  100m ３５～３９歳

一般18 女子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振    
性別: 申込種目:

喜納　敏明           ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ             一般1 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般3 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

石原滉太郎           ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ           一般4 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般5 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

一般6 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

向井　良恵           ﾑｶｲ ﾖｼｴ              一般7 女子 自由形  100m ５０～５４歳

一般8 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般9 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

中薮　妙子           ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ            一般10 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般11 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

下方かずみ           ｼﾓｶﾀ ｶｽﾞﾐ            一般12 女子 自由形  100m ５５～５９歳

小山　路子           ｺﾔﾏ ﾐﾁｺ              一般13 女子 自由形   50m ６５～６９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 ５５～５９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

渡辺　　淳           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ           一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般4 男子 背泳ぎ  100m ４０～４４歳

大久保友美           ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ            一般5 女子 自由形   50m ４０～４４歳
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28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保    
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

吉川　　優           ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ             一般2 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般3 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

松尾　年和           ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ            一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般5 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

村田　隼樹           ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｷ            一般6 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般7 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

上島喜美子           ｳｴｼﾏ ｷﾐｺ             一般8 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般9 女子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

寺嶋　明子           ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷｺ            一般10 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

速水　綾子           ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ            一般11 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

橘　　知恵           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ             一般12 女子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo    
性別: 申込種目:

奥田　裕啓           ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ５５～５９歳

梅田　園子           ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ             一般2 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般3 女子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

岡本　将裕           ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ            一般4 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般5 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

山口　静子           ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ           一般7 女子 自由形   50m ６５～６９歳

吉田　倶子           ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ             一般8 女子 自由形   50m ７５～７９歳

一般9 女子 自由形  100m ７５～７９歳

山下　博美           ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ             一般10 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

一般11 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

岡　あゆみ           ｵｶ ｱﾕﾐ               一般12 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般13 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

吉田健太郎           ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ           一般14 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般15 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般16 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

赤澤　　武           ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ            一般17 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般18 男子 自由形  100m ５０～５４歳

柳楽　　晃           ﾅｷﾞﾗ ｱｷﾗ             一般19 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般20 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

28915
氏名: カナ: 学校:No.:

ａｓｋ          
性別: 申込種目:

福井　　稔           ﾌｸｲ ﾐﾉﾙ              一般1 男子 自由形   50m ９０～９４歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ９０～９４歳

岡田　義雄           ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ             一般3 男子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

丸岡　大治           ﾏﾙｵｶ ﾀﾞｲｼﾞ           一般5 男子 個人メドレー  200m ５５～５９歳

垪和　愛子           ﾊｶﾞ ｱｲｺ              一般6 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

桐本　恭子           ｷﾘﾓﾄ ｷｮｳｺ            一般7 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

田畑久美子           ﾀﾊﾞﾀ ｸﾐｺ             一般8 女子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

宮瀧ひな子           ﾐﾔﾀｷ ﾋﾅｺ             一般9 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

志田　千尋           ｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ              一般10 女子 自由形   50m ６０～６４歳

伊井志津子           ｲｲ ｼﾂﾞｺ              一般11 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳
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2899Z
氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

木藤　啓次           ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ             一般1 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 男子 自由形  100m ６５～６９歳

山上　和也           ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ            一般3 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 男子 自由形  100m ５５～５９歳

村岡　一彦           ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ           一般5 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般6 男子 自由形  100m ５５～５９歳

矢坂　和広           ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ            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 個人メドレー  200m ５０～５４歳

奥村　憲清           ｵｸﾑﾗ ﾉﾘｷﾖ            一般10 男子 自由形   50m ４５～４９歳

髙雄　浩之           ﾀｶｵ ﾋﾛﾕｷ             一般11 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般12 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

南　　栄治           ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ             一般13 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般14 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

竹内　聡志           ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ             一般15 男子 自由形   50m ４０～４４歳

笠松　伸好           ｶｻﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ           一般16 男子 自由形   50m ４０～４４歳

迫田　　敏           ｻｺﾀ ｻﾄｼ              一般17 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般18 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

濱村　謙一           ﾊﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ            一般19 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般20 男子 自由形  100m ２５～２９歳

笠松　稜司           ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳｼﾞ           一般21 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

大庫　　智           ｵｵｸﾗ ﾄﾓ              一般22 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

一般23 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

斉藤　範子           ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ             一般24 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般25 女子 背泳ぎ  100m ５０～５４歳

鳥飼千枝子           ﾄﾘｶｲ ﾁｴｺ             一般26 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般27 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般28 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

大森　牧子           ｵｵﾓﾘ ﾏｷｺ             一般29 女子 自由形   50m ４０～４４歳

澤田　幸代 ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ 一般30 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般31 女子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

28Z02
氏名: カナ: 学校:No.:

B-spec          
性別: 申込種目:

小南　竜也　         ｺﾐﾅﾐ ﾀﾂﾔ             一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般2 男子 自由形  100m ４０～４４歳

垂野　明子           ﾀﾙﾉ ｱｷｺ              一般3 女子 自由形  100m ４０～４４歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

丸山　智宏 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 一般5 男子 自由形   50m ４０～４４歳

28Z03
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 ４５～４９歳

一般2 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

川島　正江           ｶﾜｼﾏ ﾏｻｴ             一般3 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般4 女子 バタフライ  100m ２５～２９歳
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第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28Z07
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＵＨＳ        
性別: 申込種目:

中村希士斗           ﾅｶﾑﾗ ｷｼﾄ             大学（4）1 男子 自由形   50m １８～２４歳

大学（4）2 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

藤田　虹夏           ﾌｼﾞﾀ ｺﾅﾂ             大学（3）3 女子 自由形   50m １８～２４歳

舩田　天斗           ﾌﾅﾀﾞ ﾀｶﾄ             大学（4）4 男子 自由形   50m １８～２４歳

大学（4）5 男子 自由形  100m １８～２４歳

塩屋　　篤           ｼｵﾔ ｱﾂｼ              大学（2）6 男子 自由形  100m １８～２４歳

大学（2）7 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

和田保乃花　         ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ              大学（4）8 女子 自由形   50m １８～２４歳

大学（4）9 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

岩元　海遼           ｲﾜﾓﾄ ｶｲｵｳ            大学（1）10 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

岩井はるか           ｲﾜｲ ﾊﾙｶ              大学（4）11 女子 自由形   50m １８～２４歳

大学（4）12 女子 自由形  100m １８～２４歳

28Z09
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＰＳＴ      
性別: 申込種目:

岩井　元気           ｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

土田　翔太           ﾂﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

石浦　真孝           ｲｼｳﾗ ﾏｻﾀｶ            一般3 男子 自由形   50m １８～２４歳

天野　文貴           ｱﾏﾉ ﾌﾐﾀｶ             一般4 男子 自由形   50m １８～２４歳

東端　一晃           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾃﾙ        一般5 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

日高　杏奈           ﾋﾀﾞｶ ｱﾝﾅ             一般6 女子 自由形   50m ２５～２９歳

28Z12
氏名: カナ: 学校:No.:

T.H.KING        
性別: 申込種目:

山野　宏樹           ﾔﾏﾉ ﾋﾛｷ              一般1 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

有近　友介           ｱﾘﾁｶ ﾕｳｽｹ            一般2 男子 自由形  100m １８～２４歳

小林　雅治           ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾊﾙ           大学（3）3 男子 自由形  100m １８～２４歳

大学（3）4 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

正中　健太           ｼｮｳﾅｶ ｹﾝﾀ            大学（2）5 男子 自由形   50m １８～２４歳

廣田　湧斗           ﾋﾛﾀ ﾕｳﾄ              大学（2）6 男子 自由形   50m １８～２４歳

大学（2）7 男子 自由形  100m １８～２４歳

山田　弘希           ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ             大学（2）8 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

大学（2）9 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

柳田　健伍           ﾔﾅｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ           一般10 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般11 男子 バタフライ   50m １８～２４歳
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28Z13
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｔ・キラッパ    
性別: 申込種目:

反圃　幸雄           ﾀﾝﾎﾞ ﾕｷｵ             一般1 男子 自由形  100m ６５～６９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

古川　武司           ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ             一般3 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般4 男子 自由形  100m ６５～６９歳

村上　正巳           ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ             一般5 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

林　　憲秀           ﾊﾔｼ ﾉﾘﾋﾃﾞ            一般7 男子 自由形   50m ４０～４４歳

黒河内　廉           ｸﾛｺｳﾁ ﾚﾝ             一般8 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般9 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

竹﨑　敦子           ﾀｹｻﾞｷ ｱﾂｺ            一般10 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般11 女子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

本荘　聖子           ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｺ           一般12 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般13 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

松本　洋子           ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ             一般14 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般15 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

金井　佳子           ｶﾅｲ ﾖｼｺ              一般16 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般17 女子 自由形  100m ６０～６４歳

中尾　珠美           ﾅｶｵ ﾀﾏﾐ              一般18 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般19 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

吉良　純子           ｷﾗ ｼﾞｭﾝｺ             一般20 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般21 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

28Z14
氏名: カナ: 学校:No.:

Team Gold       
性別: 申込種目:

杉田　倫栄           ｽｷﾞﾀ  ﾐﾁｴ            一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

明石　京子           ｱｶｼ  ｷｮｳｺ            一般2 女子 自由形   50m ４０～４４歳

西村　奈穂           ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ              一般3 女子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

一般4 女子 個人メドレー  200m １８～２４歳

東野　葉月           ﾄｳﾉ ﾊｽﾞｷ             一般5 女子 自由形   50m ３０～３４歳

則定加津子           ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ           一般6 女子 自由形   50m ４０～４４歳

内屋　涼子           ｳﾁﾔ ﾘｮｳｺ             一般7 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般8 女子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

峰　　欣史           ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ              一般9 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般10 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

28Z15
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＮＹＴ        
性別: 申込種目:

横山　恵子           ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ             一般1 女子 自由形   50m ５５～５９歳

竹中佐江子           ﾀｹﾅｶ ｻｴｺ             一般2 女子 自由形   50m ６０～６４歳

鳥羽　仁美           ﾄﾊﾞ ﾋﾄﾐ              一般3 女子 自由形   50m ５０～５４歳

内藤　里美           ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾐ             一般4 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

28Z16
氏名: カナ: 学校:No.:

ＶＳＨＡＲＫ    
性別: 申込種目:

新屋　一彦           ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ            一般1 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 男子 自由形  100m ４５～４９歳
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28Z17
氏名: カナ: 学校:No.:

WOODY A.C       
性別: 申込種目:

渡邉　　誠           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ            一般1 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

吉川　貴志           ﾖｼｶﾜ ﾀｶｼ             一般2 男子 自由形   50m ４５～４９歳

竹生　友美           ﾁｸﾌﾞ ﾄﾓﾐ             一般3 女子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般4 女子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

上田　晴美           ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ             一般5 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

森本　寛和           ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ           一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 男子 自由形  100m ４５～４９歳

杉山　有理           ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘ             一般8 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般9 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般10 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

杉山きよみ           ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ            一般11 女子 自由形   50m ６０～６４歳

28Z18
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス芦屋    
性別: 申込種目:

近沢幸治郎           ﾁｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ         一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

麻植　弥生           ｵｴ ﾔﾖｲ               一般2 女子 自由形   50m ８０～８４歳

今井田久美子         ｲﾏｲﾀﾞ ｸﾐｺ            一般3 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般4 女子 自由形  100m ４５～４９歳

小田　省一           ｵﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ            一般5 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般6 男子 自由形  100m ６５～６９歳

中根　千寿           ﾅｶﾈ ﾁｽﾞ              一般7 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般8 女子 自由形  100m ５０～５４歳
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28Z19
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス神戸    
性別: 申込種目:

内田　裕大           ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ             一般1 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

池田　俊雄           ｲｹﾀﾞ ﾄｼｵ             一般3 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般4 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

織田　英利           ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ            一般5 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

堀江　祐三           ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ            一般7 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

岸田　詠次           ｷｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ            一般8 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般9 男子 自由形  100m ３５～３９歳

渡辺　義道           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾁ           一般10 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

織田　　隆           ｵﾀﾞ ﾀｶｼ              一般12 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般13 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

藤原　　了           ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ            一般14 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般15 男子 バタフライ  100m ６０～６４歳

阪井　一郎           ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ             一般16 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般17 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

工藤　高見           ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ             一般18 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般19 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般20 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

安藤　直人           ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            一般21 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

高田　勝三           ﾀｶﾀ ｼｮｳｿﾞｳ           一般22 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般23 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般24 男子 バタフライ   50m ７０～７４歳

山中　陽香           ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ             一般25 女子 自由形   50m ２５～２９歳

一般26 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

松村和香子           ﾏﾂﾑﾗ ﾜｶｺ             一般27 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般28 女子 自由形  100m ５５～５９歳

竹本　容子           ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ             一般29 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般30 女子 自由形  100m ６０～６４歳

一般31 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

白石　和代           ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾖ            一般32 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

谷住比呂子           ﾀﾆｽﾞﾐ ﾋﾛｺ            一般33 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般34 女子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

森原　寄指子         ﾓﾘﾊﾗ ﾖｼｺ             一般35 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般36 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般37 女子 個人メドレー  200m 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 ５５～５９歳

一般39 男子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

田中　雄一           ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ             一般40 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般41 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

木村　伸江           ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ             一般42 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般43 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

灘井　美穂           ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ              一般44 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般45 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般46 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳
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28Z20
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス尼崎    
性別: 申込種目:

大塚　和美           ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾐ            一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 女子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

東　　　勲           ｱｽﾞﾏ ｲｻｵ             一般3 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般4 男子 自由形  100m ４５～４９歳

竹内　一哉           ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

織部　厚基           ｵﾘﾍﾞ ｱﾂｷ             一般6 男子 自由形   50m １８～２４歳

森　　祥一           ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ             一般7 男子 自由形   50m ３５～３９歳

28Z21
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス明石    
性別: 申込種目:

松尾ちえみ           ﾏﾂｵ ﾁｴﾐ              一般1 女子 自由形   50m ６０～６４歳

菱井　佳子           ﾋｼｲ ﾖｼｺ              一般2 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

中野　秀治           ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般4 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

今村　　徹           ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ             一般5 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般6 男子 自由形  100m ４０～４４歳

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

奥村　幸博           ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ            一般8 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般9 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

松下ひろ美           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾐ             一般10 女子 バタフライ   50m ５５～５９歳

石原　和恵           ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｴ            一般11 女子 自由形   50m ４５～４９歳

横道　純次           ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ          一般12 男子 自由形   50m ６０～６４歳

福島　寛子           ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｺ             一般13 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一宮　則子           ｲﾁﾉﾐﾔ ﾉﾘｺ            一般14 女子 自由形  100m ５５～５９歳

八橋　道子           ﾔﾂﾊｼ ﾐﾁｺ             一般15 女子 バタフライ   50m ６５～６９歳

金子　　進           ｶﾈｺ ｽｽﾑ              一般16 男子 自由形   50m ５０～５４歳

荻野　泰三           ｵｷﾞﾉ ﾀｲｿﾞｳ           一般17 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般18 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

東山　玲子           ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾚｲｺ           一般19 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般20 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

飯田　隆彦           ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ            一般21 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般22 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般23 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳
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28Z22
氏名: カナ: 学校:No.:

あまのがわ      
性別: 申込種目:

谷口　　緑           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ           一般1 女子 バタフライ   50m ６０～６４歳

池畠浩一郎           ｲｹﾊﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

土井　　淳           ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝ             一般3 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般4 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般5 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

逢坂　昌弘           ｵｵｻｶ ﾏｻﾋﾛ            一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般8 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

廣田　吉康           ﾋﾛﾀ ﾖｼﾔｽ             一般9 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

細川みな子           ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ             一般10 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般11 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

金久　　薫           ｶﾈﾋｻ ｶｵﾙ             一般12 女子 自由形   50m ８０～８４歳

一般13 女子 自由形  100m ８０～８４歳

小林　俊介           ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ          一般14 男子 個人メドレー  200m ６５～６９歳

鍋田　由希           ﾅﾍﾞﾀ ﾕｷ              一般15 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

28Z23
氏名: カナ: 学校:No.:

あるてんＳＴ    
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 ７５～７９歳

一般2 男子 自由形  100m ７５～７９歳

好山　喜三           ﾖｼﾔﾏ ﾖｼﾐ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般4 男子 背泳ぎ  100m ７０～７４歳

小林　良一           ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ          一般5 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般6 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

藤原　秀俊           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ          一般7 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般8 男子 自由形  100m ５５～５９歳

小田　裕希           ｵﾀﾞ ﾕｳｷ              一般9 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

清水　香菜           ｼﾐｽﾞ ｶﾅ              一般10 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般11 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

小林　咲羅           ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ            一般12 女子 背泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般13 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

池内　真衣           ｲｹｳﾁ ﾏｲ              一般14 女子 自由形   50m ２５～２９歳

恩田　　綾           ｵﾝﾀﾞ ｱﾔ              一般15 女子 自由形  100m ２５～２９歳

衣笠　　隆           ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ            一般16 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

一般17 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

長尾　翔太           ﾅｶﾞｵ ｼｮｳﾀ            一般18 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般19 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

28Z26
氏名: カナ: 学校:No.:

エンドスイム    
性別: 申込種目:

安本　直樹           ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ             一般1 男子 バタフライ  100m ３０～３４歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳
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28Z27
氏名: カナ: 学校:No.:

ガレオンズ      
性別: 申込種目:

竹内　啓輔           ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

坂元　宏彰           ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ            一般3 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般4 男子 自由形  100m ２５～２９歳

浅野　　諭           ｱｻﾉ ｻﾄｼ              一般5 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

一般6 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

辻上　明徳           ﾂｼﾞｶﾞﾐ ﾉﾘｱｷ          一般7 男子 自由形  100m １８～２４歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

鈴木　拓也           ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ             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

28Z28
氏名: カナ: 学校:No.:

グンゼ西宮      
性別: 申込種目:

栗山　悌二           ｸﾘﾔﾏ ﾃｲｼﾞ            一般1 男子 自由形  100m ７５～７９歳

松田　和彦           ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ           一般2 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

清水　俊貴           ｼﾐｽﾞ ﾄｷｼ             一般3 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ３５～３９歳

北村　一成           ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ           一般5 男子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般6 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

岡田　　実           ｵｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ             一般7 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般8 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

岡見　紀夫           ｵｶﾐ ﾉﾘｵ              一般9 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

川上　裕功           ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾉﾘ            一般10 男子 自由形   50m ８０～８４歳

石川　良一           ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ           一般11 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般12 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

山本明日香           ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ             一般13 女子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

大浜美和子           ｵｵﾊﾏ ﾐﾜｺ             一般14 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般15 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

油家　小絵           ｱﾌﾞﾗﾔ ｻｴ             一般16 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

竹内　克美           ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ             一般17 女子 自由形   50m ６０～６４歳

内山　利子           ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｺ             一般18 女子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

西村美智子           ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｺ             一般19 女子 自由形   50m ６５～６９歳

川村　優子           ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｺ             一般20 女子 自由形   50m ５５～５９歳

濱本千津子           ﾊﾏﾓﾄ ﾁﾂﾞｺ            一般21 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般22 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

辻　　敬子           ﾂｼﾞ ｹｲｺ              一般23 女子 自由形   50m ６０～６４歳

和住　泰子           ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ             一般24 女子 バタフライ   50m ６５～６９歳

28Z29
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ加古川    
性別: 申込種目:

田嶋　孝平           ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ            一般1 男子 自由形  100m ２５～２９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ２５～２９歳

白井　八栄           ｼﾗｲ ﾊﾁｴｲ             一般3 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般4 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

16/27 ページ2016年6月18日 5:50:00



第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28Z30
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三宮      
性別: 申込種目:

横山　雅典           ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

頃末　　徹           ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

藤川　晄子           ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾙｺ            一般3 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般4 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般5 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

岳野久仁子           ﾀｹﾉ ｸﾆｺ              一般6 女子 自由形  100m ６５～６９歳

一般7 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

吉野　　薫           ﾖｼﾉ ｶｵﾙ              一般8 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般9 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

楠本　昌平           ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ           一般10 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

森口　和也           ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ           一般11 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般12 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般13 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

福島　　豊           ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ             一般14 男子 自由形   50m ８５～８９歳

一般15 男子 自由形  100m ８５～８９歳

一般16 男子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

山田　修也           ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ            一般17 男子 自由形   50m ６０～６４歳

宰井　良輔           ｻｲ ﾘｮｳｽｹ             一般18 男子 自由形  100m ３５～３９歳

小林伸太郎           ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ          一般19 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般20 男子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

浜田　敏樹           ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｷ             一般21 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

大野　義成           ｵｵﾉ ﾖｼﾅﾘ             一般22 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

一般23 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

28Z32
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ新長田    
性別: 申込種目:

林　　正秀           ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

池田　　誠           ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ             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

荊尾　敬一           ｶﾀﾗｵ ｹｲｲﾁ            一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

山田　修士           ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ           一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ４０～４４歳

山下　泰史           ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ             一般10 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

石田　雄輔           ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            一般12 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般13 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般14 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

寺本　達宏           ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ            一般15 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳
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28Z33
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 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

井上　徳子           ｲﾉｳｴ ｻﾄｺ             一般2 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般3 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

平野　直樹           ﾋﾗﾉ ﾅｵｷ              一般4 男子 自由形  100m ３５～３９歳

涌井　　崇           ﾜｸｲ ﾀｶｼ              一般5 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般6 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

岩本　洋子           ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ             一般7 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般8 女子 自由形  100m ４５～４９歳

一般9 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

松田　令子           ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ             一般10 女子 自由形   50m ７５～７９歳

前原　郁子           ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ             一般11 女子 自由形   50m ６５～６９歳

一般12 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

大前　英雄           ｵｵﾏｴ ﾋﾃﾞｵ            一般13 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般14 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

28Z34
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ大久保    
性別: 申込種目:

舛井　　彰           ﾏｽｲ ｱｷﾗ              一般1 男子 自由形  100m ７５～７９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ７５～７９歳

一般3 男子 バタフライ  100m ７５～７９歳

八田　美夫           ﾊｯﾀ ﾖｼｵ              一般4 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般5 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

林　　正勝           ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ             一般6 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般7 男子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

越智　信博           ｵﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ             一般8 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般9 男子 自由形  100m ３５～３９歳

一般10 男子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

藤井　悠太           ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ             一般11 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般12 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

升田美千子           ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ             一般13 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般14 女子 バタフライ   50m ７０～７４歳

一般15 女子 バタフライ  100m ７０～７４歳

樽本　美穂           ﾀﾙﾓﾄ ﾐﾎ              一般16 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般17 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

28Z36
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

杉本　卓巳           ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ            一般3 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

一般4 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳
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28Z37
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ本山南    
性別: 申込種目:

羽田　容子           ﾊﾀﾞ ﾖｳｺ              一般1 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 女子 自由形  100m ６０～６４歳

長浜　岩夫           ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾜｵ            一般3 男子 バタフライ   50m ８０～８４歳

一般4 男子 バタフライ  100m ８０～８４歳

一般5 男子 個人メドレー  200m ８０～８４歳

梶原ひろみ           ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ            一般6 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般7 女子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

橋本　裕二           ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ            一般8 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般9 男子 自由形  100m ６５～６９歳

仲田　良平           ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           一般10 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般11 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

酒井　雄一           ｻｶｲ ﾕｳｲﾁ             一般12 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般13 男子 個人メドレー  200m ３０～３４歳

酒井　邦展           ｻｶｲ ｸﾆﾋﾛ             一般14 男子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般15 男子 平泳ぎ  100m ７５～７９歳
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28Z39
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石      
性別: 申込種目:

村上　弘樹           ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ             一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般2 男子 自由形  100m ４０～４４歳

井筒　星一           ｲﾂﾞﾂ ｾｲｲﾁ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

大西　健介           ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ            一般5 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

宮田　俊明           ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ             一般7 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

北川　貴則           ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ           一般8 男子 自由形   50m ４５～４９歳

吉田　増夫           ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ             一般9 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般10 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

冨永　邦光           ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ           一般11 男子 自由形   50m ７５～７９歳

渡辺　達也           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ            一般12 男子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

人見　宏一           ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ             一般13 男子 自由形   50m ４０～４４歳

山本　末喜           ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ             一般14 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般15 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般16 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

船倉　優美           ﾌﾅｸﾗ ﾕﾐ              一般17 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般18 女子 自由形  100m ４０～４４歳

稲田　牧子           ｲﾅﾀﾞ ﾏｷｺ             一般19 女子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

筆本真理子           ﾌﾃﾞﾓﾄ ﾏﾘｺ            一般20 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

内豊留範子           ｳﾁﾄﾖﾄﾒ ﾉﾘｺ           一般21 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般22 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

柏木　秀子           ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｺ           一般23 女子 自由形   50m ７０～７４歳

伊藤セイ子           ｲﾄｳ ｾｲｺ              一般24 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

髙田　伸子           ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｺ             一般25 女子 自由形   50m ４０～４４歳

一般26 女子 バタフライ   50m ４０～４４歳

高木　純子           ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ           一般27 女子 平泳ぎ   50m ４０～４４歳

中地　行子           ﾅｶﾁ ﾕｷｺ              一般28 女子 自由形   50m ７５～７９歳

一般29 女子 平泳ぎ   50m ７５～７９歳

富塚砂穂子           ﾄﾐﾂｶ ｻﾎｺ             一般30 女子 自由形   50m ５０～５４歳

松島　千草           ﾏﾂｼﾏ ﾁｸﾞｻ            一般31 女子 自由形   50m ４０～４４歳

田中エミコ           ﾀﾅｶ ｴﾐｺ              一般32 女子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般33 女子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

28Z40
氏名: カナ: 学校:No.:

コパン須磨      
性別: 申込種目:

日髙慎太郎           ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾀﾛｳ           一般1 男子 自由形   50m ４５～４９歳

塩崎　幹夫           ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ            一般2 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般3 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

入江　　孝           ｲﾘｴ ﾀｶｼ              一般4 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

梶川　　泉           ｶｼﾞｶﾜ ｲｽﾞﾐ           一般5 男子 バタフライ   50m ６０～６４歳

一般6 男子 バタフライ  100m ６０～６４歳

山田　勝巳           ﾔﾏﾀﾞ 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

飯田　悠斗           ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ             一般9 男子 自由形   50m １８～２４歳

一般10 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

大西　容子           ｵｵﾆｼ ﾖｳｺ             一般11 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

富田　愛梨           ﾄﾐﾀ ｱｲﾘ              一般12 女子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

細江　鮎美           ﾎｿｴ ｱﾕﾐ              一般13 女子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳
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28Z41
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 自由形  100m ５０～５４歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

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

伊与田千暁           ｲﾖﾀﾞ ﾁｱｷ             一般4 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般5 女子 自由形  100m ５０～５４歳

甲斐美佐緒           ｶｲ ﾐｻｵ               一般6 女子 自由形   50m ５０～５４歳

一般7 女子 自由形  100m ５０～５４歳

一般8 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

戸越　清行           ﾄｺﾞｴ ｷﾖﾕｷ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般10 男子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

冨山　立幹           ﾄﾐﾔﾏ ﾘｭｳｷ            一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

美田佳壽彦           ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ             一般12 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般13 男子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

関原　敏伸           ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ           一般14 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

小林　弘幸           ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ           一般15 男子 バタフライ  100m ４５～４９歳

冨山　正幹           ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ             一般16 男子 背泳ぎ  100m ２５～２９歳

畠山　秀之           ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ          一般17 男子 個人メドレー  200m ６０～６４歳

玉置　哲明           ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ            一般18 男子 バタフライ   50m ５０～５４歳

渡邊　里子           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ            一般19 女子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

一般20 女子 個人メドレー  200m ４５～４９歳

井上　大輔           ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ           一般21 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般22 男子 バタフライ  100m ２５～２９歳

高畑　政代           ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾖ             一般23 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

川島　帆波           ｶﾜｼﾏ ﾎﾅﾐ             一般24 女子 自由形   50m ４５～４９歳

一般25 女子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

藤井たづ子           ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾞｺ            一般26 女子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

三木原恵美           ﾐｷﾊﾗ ｴﾐ              一般27 女子 バタフライ   50m ３０～３４歳

鎌田　智子           ｶﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ             一般28 女子 平泳ぎ  100m ３５～３９歳

花田　勝則           ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ            一般29 男子 バタフライ  100m ５０～５４歳

一般30 男子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

小林　直美           ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ            一般31 女子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

西尾　　健           ﾆｼｵ ｹﾝ               一般32 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般33 男子 自由形  100m ４０～４４歳

長岡まゆみ           ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ            一般34 女子 バタフライ   50m ５０～５４歳

一般35 女子 バタフライ  100m ５０～５４歳
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28Z42
氏名: カナ: 学校:No.:

スフィーダ      
性別: 申込種目:

藤本　武嗣           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

野村　和興           ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵｷ            一般3 男子 バタフライ   50m ７０～７４歳

江本　達哉           ｴﾓﾄ ﾀﾂﾔ              一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

岡田　　基           ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ            一般5 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般6 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

須藤　祥稔           ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般8 男子 個人メドレー  200m ２５～２９歳

浅野　佑治           ｱｻﾉ ﾕｳｼﾞ             一般9 男子 自由形   50m ２５～２９歳

一般10 男子 自由形  100m ２５～２９歳

大黒　香里           ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ             一般11 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

上村　和代           ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ            一般12 女子 背泳ぎ   50m ４０～４４歳

山口　飛鳥           ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ            一般13 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般14 女子 自由形  100m ３５～３９歳

28Z43
氏名: カナ: 学校:No.:

ダブルプレー    
性別: 申込種目:

山本　雅子           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ             一般1 女子 自由形   50m ３５～３９歳

一般2 女子 自由形  100m ３５～３９歳

山本　尚志           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般4 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

川喜多真人           ｶﾜｷﾀ ﾏｻﾄ             一般5 男子 自由形   50m ４０～４４歳

28Z44
氏名: カナ: 学校:No.:

チームあいあい  
性別: 申込種目:

相木　貴行           ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般2 男子 自由形  100m ４５～４９歳

小田村利彦           ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ           一般3 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般4 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般5 男子 平泳ぎ  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

八木　　滋           ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ             一般8 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般9 男子 自由形  100m ５０～５４歳

高井　勝史           ﾀｶｲ ｶﾂﾌﾐ             一般10 男子 自由形   50m ６０～６４歳

土橋　秀行           ﾂﾁﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ           一般11 男子 自由形   50m ５５～５９歳

一般12 男子 自由形  100m ５５～５９歳

城平　来美           ｼﾞｮｳﾍｲ ｸﾙﾐ           一般13 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般14 女子 背泳ぎ  100m ５５～５９歳

藤田　順子           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ           一般15 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般16 女子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

鳥居　紀子           ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ              一般17 女子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般18 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

28Z45
氏名: カナ: 学校:No.:

チームちから    
性別: 申込種目:

勝見　　力           ｶﾂﾐ ﾁｶﾗ              一般1 男子 自由形   50m ５０～５４歳

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

柏木　志穂           ｶｼﾜｷﾞ ｼﾎ             一般3 女子 自由形   50m ４０～４４歳
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28Z46
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 ７０～７４歳

一般2 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

齋藤　洋子           ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ             一般3 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般4 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

山本　安子           ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ             一般5 女子 自由形   50m ７０～７４歳

一般6 女子 背泳ぎ   50m ７０～７４歳

仮山　　薫           ｶﾘﾔﾏ ｶｵﾙ             一般7 女子 自由形   50m ６０～６４歳

鈴木　洋子           ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ             一般8 女子 自由形  100m ６０～６４歳

上岡なゆみ           ｳｴｵｶ ﾅﾕﾐ             一般9 女子 自由形   50m ６０～６４歳

28Z48
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾃﾙ日航姫路     
性別: 申込種目:

福永　　裕           ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾀｶ            一般1 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 男子 平泳ぎ  100m ６５～６９歳

森下　佳子           ﾓﾘｼﾀ ｹｲｺ             一般3 女子 背泳ぎ   50m ６０～６４歳

谷岡　伸枝           ﾀﾆｵｶ ﾉﾌﾞｴ            一般4 女子 自由形   50m ６０～６４歳

三村　　恵           ﾐﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ             一般5 女子 自由形   50m ５０～５４歳

梅澤　純子           ｳﾒｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ          一般6 女子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

28Z49
氏名: カナ: 学校:No.:

マコト和泉      
性別: 申込種目:

安達ゆかり           ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ             一般1 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

安達未寿穂           ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ            一般2 女子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般3 女子 バタフライ   50m ２５～２９歳

28Z51
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部      
性別: 申込種目:

小嶋　健司           ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３５～３９歳

小栗　陽介           ｵｸﾞﾘ ﾖｳｽｹ            一般2 男子 バタフライ   50m ３５～３９歳

28Z52
氏名: カナ: 学校:No.:

共泳舞          
性別: 申込種目:

栢木龍一郎           ｶﾔﾉｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ         一般1 男子 自由形   50m ４０～４４歳

山本　直幸           ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

中戸　博文           ﾅｶﾄ ﾋﾛﾌﾐ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

谷川原竹彦           ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｺ          一般4 男子 自由形   50m ３０～３４歳

28Z53
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 ７５～７９歳

一般2 男子 自由形  100m ７５～７９歳

濃野　通博           ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ             一般3 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

一般4 男子 バタフライ  100m ５５～５９歳

28Z55
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸闘泳会      
性別: 申込種目:

増田　雄輔           ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ            大学（2）1 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

大学（2）2 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

増田　和也           ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾔ            大学（4）3 男子 自由形   50m １８～２４歳

細野　裕基           ﾎｿﾉ ﾕｳｷ              大学（4）4 男子 自由形  100m １８～２４歳

大学（4）5 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳
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28Z59
氏名: カナ: 学校:No.:

清流会          
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   50m ６０～６４歳

一般2 男子 自由形  100m ６０～６４歳

常岡　靖文           ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般4 男子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

名定　啓介           ﾅｻﾀﾞ ｹｲｽｹ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

十倉　麻紀           ﾄｸﾗ ﾏｷ               一般6 女子 自由形  100m ４５～４９歳

28Z60
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＡＣ      
性別: 申込種目:

柏原　武志           ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ             一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 男子 自由形  100m ６０～６４歳

赤松美千子           ｱｶﾏﾂ ﾐﾁｺ             一般3 女子 平泳ぎ   50m ７０～７４歳

一般4 女子 平泳ぎ  100m ７０～７４歳

山崎　慶子           ﾔﾏｻｷ ｹｲｺ             一般5 女子 自由形   50m ５５～５９歳

一般6 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

小野　和子           ｵﾉ ｶｽﾞｺ              一般7 女子 自由形  100m ５５～５９歳

一般8 女子 背泳ぎ   50m ５５～５９歳

西山　昭代           ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾖ             一般9 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般10 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

木村　ゆり           ｷﾑﾗ ﾕﾘ               一般11 女子 背泳ぎ   50m ５０～５４歳

一般12 女子 平泳ぎ  100m ５０～５４歳

28Z61
氏名: カナ: 学校:No.:

相生コスモス    
性別: 申込種目:

髙野　厚志           ﾀｶﾉ ｱﾂｼ              一般1 男子 自由形   50m ６０～６４歳

一般2 男子 自由形  100m ６０～６４歳

一般3 男子 背泳ぎ  100m ６０～６４歳

一井　健二           ｲﾁｲ ｹﾝｼﾞ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般5 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

津田　知宏           ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ             一般6 男子 自由形   50m ４０～４４歳

岩蕗　豊克           ｲﾜﾌﾞｷ ﾄﾖｶﾂ           一般7 男子 自由形  100m ８５～８９歳

一般8 男子 背泳ぎ   50m ８５～８９歳

一般9 男子 平泳ぎ   50m ８５～８９歳
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28Z62
氏名: カナ: 学校:No.:

淡路ＭＳＣ      
性別: 申込種目:

石井　良和           ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ７５～７９歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ７５～７９歳

一般3 男子 バタフライ   50m ７５～７９歳

髙林　淳裕           ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ          一般4 男子 自由形   50m ８０～８４歳

一般5 男子 平泳ぎ   50m ８０～８４歳

竹中　司朗           ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ             一般6 男子 背泳ぎ   50m ６５～６９歳

一般7 男子 背泳ぎ  100m ６５～６９歳

細川　幸宗           ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ           一般8 男子 平泳ぎ   50m ６０～６４歳

一般9 男子 平泳ぎ  100m ６０～６４歳

吉住　和幸           ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ          一般10 男子 自由形   50m ７０～７４歳

一般11 男子 自由形  100m ７０～７４歳

一般12 男子 バタフライ   50m ７０～７４歳

馬詰　晴久           ｳﾏｽﾞﾒ ﾊﾙﾋｻ           一般13 男子 バタフライ   50m ５５～５９歳

土居　浩二           ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ             一般14 男子 平泳ぎ   50m ５０～５４歳

岩本　能昌           ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ           一般15 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般16 男子 自由形  100m ４５～４９歳

一般17 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

小田　将之           ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ             一般18 男子 自由形  100m ４０～４４歳

一般19 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

竹中　太希           ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ             一般20 男子 自由形   50m ３５～３９歳

一般21 男子 背泳ぎ   50m ３５～３９歳

一般22 男子 背泳ぎ  100m ３５～３９歳

弓削田里子           ﾕｹﾞﾀ ｻﾄｺ             一般23 女子 平泳ぎ   50m ６５～６９歳

南　由美子           ﾐﾅﾐ ﾕﾐｺ              一般24 女子 自由形   50m ６０～６４歳

一般25 女子 自由形  100m ６０～６４歳

武田　孝子           ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ             一般26 女子 平泳ぎ   50m ５５～５９歳

一般27 女子 平泳ぎ  100m ５５～５９歳

北海　桃佳           ｷﾀﾐ ﾓﾓｶ              一般28 女子 自由形   50m ３０～３４歳

一般29 女子 背泳ぎ   50m ３０～３４歳

轟　紗也香           ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾔｶ            一般30 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般31 女子 バタフライ   50m １８～２４歳

25/27 ページ2016年6月18日 5:50:00



第5回兵庫県マスターズ水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28Z65
氏名: カナ: 学校:No.:

菱川工務店      
性別: 申込種目:

小東　和也           ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般2 男子 背泳ぎ  100m ４５～４９歳

岡田　雅幸           ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ            一般3 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般4 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

菱川　彰夫           ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ             一般5 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一色　佳高           ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ            一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 男子 自由形  100m ４５～４９歳

高瀬　　明           ﾀｶｾ ｱｷﾗ              一般8 男子 バタフライ  100m ４０～４４歳

一般9 男子 個人メドレー  200m ４０～４４歳

後藤　豊彦           ｺﾞﾄｳ ﾄﾖﾋｺ            一般10 男子 自由形   50m ４０～４４歳

井上　拓也           ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ             一般11 男子 自由形   50m ３０～３４歳

豊山　　亨           ﾄﾖﾔﾏ ﾄｵﾙ             一般12 男子 自由形   50m ４０～４４歳

生垣　義信           ｲｹｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ          一般13 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

山﨑　　健           ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ            一般14 男子 自由形   50m ４５～４９歳

滝井　幸治           ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ             一般15 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

一般16 男子 平泳ぎ  100m ３０～３４歳

山本健一郎           ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ          一般17 男子 バタフライ   50m ４５～４９歳

28Z66
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫教育大学    
性別: 申込種目:

高橋　雅哉           ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ             大学（3）1 男子 自由形   50m １８～２４歳

福本祐太朗           ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ           大学（2）2 男子 自由形   50m １８～２４歳

大学（2）3 男子 自由形  100m １８～２４歳

大学（2）4 男子 バタフライ   50m １８～２４歳

前田　　唯           ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ              大学（2）5 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

水野　啓太           ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾀ             大学（3）6 男子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

志方　耀一           ｼｶﾀ ﾖｳｲﾁ             大学（1）7 男子 背泳ぎ  100m １８～２４歳

山田　千晶           ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ             大学（1）8 女子 自由形   50m １８～２４歳

熊谷　千佳           ｸﾏﾀﾆ ﾁｶ              大学（1）9 女子 背泳ぎ   50m １８～２４歳

大学（1）10 女子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

來間　啓宏           ｸﾙﾏ ﾀｶﾋﾛ             一般11 男子 自由形   50m １８～２４歳
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28Z69
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐｼﾞｪｰﾑｽ山
性別: 申込種目:

林野　克己           ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ             一般1 男子 自由形   50m ６５～６９歳

一般2 男子 バタフライ   50m ６５～６９歳

清水　和雄           ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ            一般3 男子 自由形   50m ６５～６９歳

岸　　義貴           ｷｼ ﾖｼﾀｶ              一般4 男子 平泳ぎ   50m ４５～４９歳

一般5 男子 平泳ぎ  100m ４５～４９歳

縄船　広治           ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ            一般6 男子 自由形   50m ４５～４９歳

一般7 男子 自由形  100m ４５～４９歳

八木乃恵留           ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ              一般8 男子 自由形   50m ４０～４４歳

一般9 男子 バタフライ   50m ４０～４４歳

髙森　俊輔           ﾀｶﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ           一般10 男子 自由形   50m ３０～３４歳

一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０～３４歳

武本　純子           ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ           一般12 女子 個人メドレー  200m ５０～５４歳

菊池　栄里           ｷｸﾁ ｴﾘ               一般13 女子 平泳ぎ   50m ２５～２９歳

一般14 女子 平泳ぎ  100m ２５～２９歳

野本　真帆           ﾉﾓﾄ ﾏﾎ               一般15 女子 自由形   50m １８～２４歳

一般16 女子 自由形  100m １８～２４歳

大野　昭夫           ｵｵﾉ ｱｷｵ              一般17 男子 自由形   50m ４０～４４歳

50071
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸芸工大      
性別: 申込種目:

森川　恒生           ﾓﾘｶﾜ ｺｳｾｲ            大学（1）1 男子 個人メドレー  200m １８～２４歳

岩見　健吾           ｲﾜﾐ ｹﾝｺﾞ             大学（1）2 男子 平泳ぎ   50m １８～２４歳

大学（1）3 男子 平泳ぎ  100m １８～２４歳

萩　　姫佳           ﾊｷﾞ ﾋﾒｶ              大学（2）4 女子 バタフライ  100m １８～２４歳

大学（2）5 女子 個人メドレー  200m １８～２４歳
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