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谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               兵庫県警        一般1 28724

泉　　遊茉            ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ                兵庫県警        一般2 28724

西本　　陽            ﾆｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ                兵庫県警        一般3 28724

藤本　昴大            ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ             兵庫県警        一般4 28724

羽渕　大輔            ﾊﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ              兵庫県警        一般5 28724

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               兵庫県警        一般6 28724

赤瀬　　慎            ｱｶｾ ｼﾝ                  兵庫県警        一般7 28724

井戸　隼人            ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ                 ＳＵＮ太子      大学（1）8 28862

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 ＳＵＮ太子      一般9 28862

横田建一郎            ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ              ＳＵＮ太子      一般10 28862

小南　竜也            ｺﾐﾅﾐ ﾀﾂﾔ                B.S.A.C         一般11 28Z01

丸山　智弘            ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ               B.S.A.C         一般12 28Z01

岡田　兼男            ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ                ＪＳＳ三木      一般13 28Z02

稲垣　義民            ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀﾐ              ＪＳＳ三木      一般14 28Z02

吉川　　優            ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ                ＪＳＳ大久保    一般15 28Z03

古屋　拓海            ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ                 KENODA          一般16 28Z06

下酔尾将一            ｼﾓｴﾉｵ ｼｮｳｲﾁ             KENODA          一般17 28Z06

野田　　健            ﾉﾀﾞ ｹﾝ                  KENODA          一般18 28Z06

金光　康祐            ｶﾈﾐﾂ ｺｳｽｹ               MKTV            一般19 28Z07

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                RYKM-SN         大学（2）20 28Z09

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                RYKM-SN         大学（2）21 28Z09

大西　佑樹            ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ                Skive           一般22 28Z11

北垣　和真            ｷﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ              Skive           一般23 28Z11

坂西　良太            ｻｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ               Spark!          一般24 28Z12

田村　翔太            ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ                T.H.KING        大学（2）25 28Z15

廣田　湧斗            ﾋﾛﾀ ﾕｳﾄ                 T.H.KING        大学（3）26 28Z15

有近　友介            ｱﾘﾁｶ ﾕｳｽｹ               T.H.KING        一般27 28Z15

早川　大地            ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲﾁ               T.H.KING        一般28 28Z15

松村　浩平            ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ               TRIAXIS         一般29 28Z18

松村　健司            ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ               TRIAXIS         一般30 28Z18

新屋　一彦            ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ               ＶＳＨＡＲＫ    一般31 28Z19

吉川　貴志            ﾖｼｶﾜ  ﾀｶｼ               WOODY A.C       一般32 28Z20

小田　省一            ｵﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ               アクトス芦屋    一般33 28Z21

高田　勝三            ﾀｶﾀ ｼｮｳｿﾞｳ              アクトス神戸    一般34 28Z22

織田　　隆            ｵﾀﾞ ﾀｶｼ                 アクトス神戸    一般35 28Z22

渡辺　哲也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ               アクトス藤原台  一般36 28Z23

出本　則幸 ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ アクトス藤原台 一般37 28Z23

田中　雄一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                アクトス藤原台  一般38 28Z23

今井　　磨            ｲﾏｲ ﾐｶﾞｷ                アクトス尼崎    一般39 28Z24

東　　　勲            ｱｽﾞﾏ ｲｻｵ                アクトス尼崎    一般40 28Z24

横道　純次            ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ             アクトス明石    一般41 28Z25

藤原　慎也            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ               アクトス明石    一般42 28Z25

佐久川政彦            ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ              アクトス明石    一般43 28Z25

中野　雄介            ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ                アクトス明石    一般44 28Z25

飯田　隆彦            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ               アクトス明石    一般45 28Z25

塚本　拓人            ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾄ                アクトス明石    一般46 28Z25

坂井　忠史            ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ                アクトス明石    一般47 28Z25

今村　　徹            ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ                アクトス明石    一般48 28Z25

稲岡　博彦            ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾋｺ               あるてんＳＴ    一般49 28Z26
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小林　良一            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ             あるてんＳＴ    一般50 28Z26

藤原　秀俊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ             あるてんＳＴ    一般51 28Z26

品川　光明            ｼﾅｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ              エスパティオ    一般52 28Z28

李　　鐘光            ﾘ ｼｮｳｺｳ                 オヤジーズ      一般53 28Z30

山本　浩路            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               オヤジーズ      一般54 28Z30

和田　健太            ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ                 オヤジーズ      一般55 28Z30

小倉　将弘            ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ               オヤジーズ      一般56 28Z30

橋本　貴幸            ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ               オヤジーズ      一般57 28Z30

川上　裕功            ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾉﾘ               グンゼ西宮      一般58 28Z31

鷲津　公彦            ﾜｼﾂﾞ ｷﾐﾋｺ               グンゼ西宮      一般59 28Z31

中村　博士            ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ                グンゼ西宮      一般60 28Z31

栗山　悌二            ｸﾘﾔﾏ ﾃｲｼﾞ               グンゼ西宮      一般61 28Z31

山崎　立樹            ﾔﾏｻｷ ﾀﾂｷ                コケッコＳＴ    一般62 28Z32

山岸　　聖            ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ               コケッコＳＴ    一般63 28Z32

濱村　謙一            ﾊﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ               コケッコＳＴ    一般64 28Z32

八木乃恵留            ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ                 コナミＪ山      一般65 28Z33

縄船　広治            ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ               コナミＪ山      一般66 28Z33

林野　克己            ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ                コナミＪ山      一般67 28Z33

浜田　敏樹            ﾊﾏﾀ ﾄｼｷ                 コナミ三宮      一般68 28Z34

高木　憲治            ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ               コナミ三宮      一般69 28Z34

井上　博文            ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ               コナミ三宮      一般70 28Z34

長本　　洋            ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般71 28Z34

稲垣　　博            ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般72 28Z34

福島　　豊            ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ                コナミ三宮      一般73 28Z34

森口　和也            ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ              コナミ三宮      一般74 28Z34

鄭　　　弘            ﾃｲ ﾋﾛｼ                  コナミ三宮      一般75 28Z34

小倉　四郎            ｵｸﾞﾗ ｼﾛｳ                コナミ三田      一般76 28Z35

新山　真一            ﾆｲﾔﾏ ｼﾝｲﾁ               コナミ新長田    一般77 28Z36

大前　英雄            ｵｵﾏｴ ﾋﾃﾞｵ               コナミ神戸      一般78 28Z37

八田　美夫            ﾊｯﾀ ﾖｼｵ                 コナミ大久保    一般79 28Z38

越智　信博            ｵﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ                コナミ大久保    一般80 28Z38

藤浪　正己            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻﾐ               ｺﾅﾐ東加古川     一般81 28Z39

北山　二朗            ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ               ｺﾅﾐ東加古川     一般82 28Z39

小菊　牧夫            ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般83 28Z41

山本　末喜            ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ                コナミ明石      一般84 28Z42

冨永　邦光            ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ              コナミ明石      一般85 28Z42

内豊留侑也            ｳﾁﾄﾖﾄﾒ ﾕｳﾔ              コナミ明石      一般86 28Z42

村上　弘樹            ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ                コナミ明石      一般87 28Z42

山口　信治            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ              コナミ明石      一般88 28Z42

人見　宏一            ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ                コナミ明石      一般89 28Z42

大西　健介            ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ               コナミ明石      一般90 28Z42

塩崎　幹夫            ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ               コパン須磨      一般91 28Z43

本間　壽夫            ﾎﾝﾏ ﾋｻｵ                 コパン須磨      一般92 28Z43

日髙　慎太郎          ﾋﾀﾞｶ ｼﾝﾀﾛｳ              コパン須磨      一般93 28Z43

山田　勝己            ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ                コパン須磨      一般94 28Z43

篠原　　洋            ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ                シーマスター    一般95 28Z44

吉田　　悟            ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ                シーマスター    一般96 28Z44

奥橋　政輝            ｵｸﾊｼ ﾏｻｷ                シーマスター    一般97 28Z44

前川　昌吾            ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｺﾞ              ダブルプレー    一般98 28Z45
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濱岡　孝史            ﾊﾏｵｶ ﾀｶｼ                ダブルプレー    一般99 28Z45

川喜多真人            ｶﾜｷﾀ ﾏｻﾄ                ダブルプレー    一般100 28Z45

相木　貴行            ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ                チームあいあい  一般101 28Z46

八木　　滋            ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ                チームあいあい  一般102 28Z46

土橋　秀行            ﾂﾁﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ              チームあいあい  一般103 28Z46

高井　勝史            ﾀｶｲ ｶﾂﾌﾐ                チームあいあい  一般104 28Z46

廣澤　　優            ﾋﾛｻﾜ ﾕｳ                 トヨタ神戸校    高専（1）105 28Z47

池田　健嗣            ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               トヨタ神戸校    高専（1）106 28Z47

伊藤　康稀            ｲﾄｳ ｺｳｷ                 トヨタ神戸校    高専（2）107 28Z47

亀之園　良            ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ               トヨタ神戸校    一般108 28Z47

奥村　憲清            ｵｸﾑﾗ ﾉﾘｷﾖ               パシオ立花      一般109 28Z48

仮山　　朗            ｶﾘﾔﾏ ｱｷﾗ                パシオ立花      一般110 28Z48

長町　充啓            ﾅｶﾞﾏﾁ ﾐﾂﾋﾛ              ル・伊丹        一般111 28Z50

竹中　康泰            ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ               ル・伊丹        一般112 28Z50

椿原　健作            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｹﾝｻｸ             ル・神戸        一般113 28Z51

星山　直闘            ﾎｼﾔﾏ ﾅｵﾄ                ル・神戸        一般114 28Z51

春井　浩蔵            ﾊﾙｲ ｺｳｿﾞｳ               ル・神戸        一般115 28Z51

大橋　充典            ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ               ル・神戸        一般116 28Z51

松本　成裕            ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ              加古川組        一般117 28Z52

栢木龍一郎            ｶﾔﾉｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ            共泳舞          一般118 28Z54

谷川原竹彦            ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｺ             共泳舞          一般119 28Z54

丸尾　秀剛            ﾏﾙｵ ｼｭｳｺﾞｳ              個人 一般120 28Z55

前田　貴正            ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾏｻ               個人 一般121 28Z55

柏原　武志            ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ                個人 一般122 28Z55

村岡　一彦            ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ              個人 一般123 28Z55

松原　由和            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶｽﾞ             個人 一般124 28Z55

高﨑　光生            ﾀｶｻｷ ﾐﾂｵ                個人 一般125 28Z55

白井　八栄            ｼﾗｲ ﾊﾁｴｲ                個人 一般126 28Z55

迫田　　敏            ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ                個人 一般127 28Z55

西村日出仁            ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ              個人 一般128 28Z55

松原　彰儀            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾖｼ              個人 一般129 28Z55

奥野　益大            ｵｸﾉ ﾏｽﾋﾛ                個人 一般130 28Z55

山上　和也            ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ               個人 一般131 28Z55

黄田俊英イサフィ      ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞｲｻﾌ           個人 一般132 28Z55

田中　庸元            ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾓﾄ               個人 一般133 28Z55

日下部展久            ｸｻｶﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ             個人 一般134 28Z55

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                個人 一般135 28Z55

三浦　靖彦            ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ                広畑とびうお    一般136 28Z56

赤澤　　武            ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ               神戸北町Vivo    一般137 28Z57

奥田　裕啓            ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ               神戸北町Vivo    一般138 28Z57

岩脇　政明            ｲﾜﾜｷ ﾏｻｱｷ               清流会          一般139 28Z58

髙野　厚志            ﾀｶﾉ ｱﾂｼ                 相生コスモス    一般140 28Z59

津田　知宏            ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                相生コスモス    一般141 28Z59

岩本　能昌            ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ              淡路ＭＳＣ      一般142 28Z60

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ＭＳＣ      一般143 28Z60

髙林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ             淡路ＭＳＣ      一般144 28Z60

吉住　和幸            ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             淡路ＭＳＣ      一般145 28Z60

古川　和史            ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾌﾐ              塚口ＳＳ        一般146 28Z61

向井　昭仁            ﾑｶｲ ｱｷﾋﾄ                塚口ＳＳ        一般147 28Z61
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亀山　雅敏            ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ               塚口ＳＳ        一般148 28Z61

山川　健一            ﾔﾏｶﾜ ｹﾝｲﾁ               塚口ＳＳ        一般149 28Z61

本木　　裕            ﾓﾄｷ ﾋﾛｼ                 塚口ＳＳ        一般150 28Z61

村上隆一郎            ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ            塚口ＳＳ        一般151 28Z61

大川　真司            ｵｵｶﾜ ｼﾝｼﾞ               塚口ＳＳ        一般152 28Z61

喜納　敏明            ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ                尼崎市スポ振    一般153 28Z62

中村　忠司            ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ               尼崎市スポ振    一般154 28Z62

一色　佳高            ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ               菱川工務店      一般155 28Z64

岡田　雅幸            ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ               菱川工務店      一般156 28Z64

滝井　幸治            ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ                菱川工務店      一般157 28Z64

菱川　彰夫            ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ                菱川工務店      一般158 28Z64

志方　耀一            ｼｶﾀ ﾖｳｲﾁ                兵庫教育大学    大学（2）159 28Z65

福本祐太朗            ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ              兵庫教育大学    大学（3）160 28Z65

藤井　幹太            ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ                兵庫教育大学    大学（1）161 28Z65
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林　　聖大            ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ                兵庫県警        一般1 28724

谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               兵庫県警        一般2 28724

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               兵庫県警        一般3 28724

成田　大輔            ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ               兵庫県警        一般4 28724

小林　　健            KOBAYASI KEN            ＪＳＳ妙法寺    一般5 28852

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 ＳＵＮ太子      一般6 28862

稲垣　義民            ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀﾐ              ＪＳＳ三木      一般7 28Z02

荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ ＪＳＳ大久保 一般8 28Z03

松田　正則            ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ               ＪＳＳ大久保    一般9 28Z03

古屋　拓海            ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ                 KENODA          一般10 28Z06

下酔尾将一            ｼﾓｴﾉｵ ｼｮｳｲﾁ             KENODA          一般11 28Z06

前川　孝司            ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ                ＮＳＩパール    一般12 28Z08

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                RYKM-SN         大学（2）13 28Z09

大西　佑樹            ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ                Skive           一般14 28Z11

住田　文哉            ｽﾐﾀﾞ ﾌﾐﾔ                Spark!          一般15 28Z12

田村　翔太            ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ                T.H.KING        大学（2）16 28Z15

廣田　湧斗            ﾋﾛﾀ ﾕｳﾄ                 T.H.KING        大学（3）17 28Z15

反圃　幸雄            ﾀﾝﾎﾞ ﾕｷｵ                Ｔ・キラッパ    一般18 28Z16

橋本　正和            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ              Ｔ・キラッパ    一般19 28Z16

新屋　一彦            ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ               ＶＳＨＡＲＫ    一般20 28Z19

小田　省一            ｵﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ               アクトス芦屋    一般21 28Z21

高田　勝三            ﾀｶﾀ ｼｮｳｿﾞｳ              アクトス神戸    一般22 28Z22

沢井　哲明            ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ                アクトス神戸    一般23 28Z22

池田　俊雄            ｲｹﾀﾞ ﾄｼｵ                アクトス神戸    一般24 28Z22

出本　則幸 ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ アクトス藤原台 一般25 28Z23

東　　　勲            ｱｽﾞﾏ ｲｻｵ                アクトス尼崎    一般26 28Z24

今村　　徹            ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ                アクトス明石    一般27 28Z25

飯田　隆彦            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ               アクトス明石    一般28 28Z25

稲岡　博彦            ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾋｺ               あるてんＳＴ    一般29 28Z26

品川　光明            ｼﾅｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ              エスパティオ    一般30 28Z28

辻　　憲昭            ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ                エスパティオ    一般31 28Z28

安本　直樹            ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ                エンドルフィンS 一般32 28Z29

辺見　純至            ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ              オヤジーズ      一般33 28Z30

濱村　謙一            ﾊﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ               コケッコＳＴ    一般34 28Z32

山崎　立樹            ﾔﾏｻｷ ﾀﾂｷ                コケッコＳＴ    一般35 28Z32

縄船　広治            ﾅﾜﾌﾈ ｺｳｼﾞ               コナミＪ山      一般36 28Z33

岳野久仁子            ﾀｹﾉ ｸﾆｺ                 コナミ三宮      一般37 28Z34

吉野　　薫            ﾖｼﾉ ｶｵﾙ                 コナミ三宮      一般38 28Z34

宰井　良輔            ｻｲ ﾘｮｳｽｹ                コナミ三宮      一般39 28Z34

川名　征二            ｶﾜﾅ ｾｲｼﾞ                コナミ三田      一般40 28Z35

新山　真一            ﾆｲﾔﾏ ｼﾝｲﾁ               コナミ新長田    一般41 28Z36

越智　信博            ｵﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ                コナミ大久保    一般42 28Z38

長浜　岩夫            ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾜｵ               コナミ本山南    一般43 28Z40

小菊　牧夫            ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般44 28Z41

村上　弘樹            ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ                コナミ明石      一般45 28Z42

吉田　増夫            ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ                コナミ明石      一般46 28Z42

冨永　邦光            ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ              コナミ明石      一般47 28Z42

大西　健介            ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ               コナミ明石      一般48 28Z42

井上　大輔            ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ              シーマスター    一般49 28Z44

5/29 ページ2017年6月15日 21:21:52



男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第6回兵庫県マスターズ水泳競技大会

玉置　哲明            ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ               シーマスター    一般50 28Z44

相木　貴行            ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ                チームあいあい  一般51 28Z46

八木　　滋            ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ                チームあいあい  一般52 28Z46

廣澤　　優            ﾋﾛｻﾜ ﾕｳ                 トヨタ神戸校    高専（1）53 28Z47

亀之園　良            ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ               トヨタ神戸校    一般54 28Z47

谷口　陽祐            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ              パシオ立花      一般55 28Z48

山下　裕右            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ               ル・伊丹        一般56 28Z50

大橋　充典            ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ               ル・神戸        一般57 28Z51

丸岡　大治            ﾏﾙｵｶ ﾀﾞｲｼﾞ              貴崎ａｓｋ      一般58 28Z53

中戸　博文            ﾅｶﾄ ﾋﾛﾌﾐ                共泳舞          一般59 28Z54

土井　　淳            ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝ                個人 一般60 28Z55

笠松　伸好            ｶｻﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ              個人 一般61 28Z55

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                個人 一般62 28Z55

村岡　一彦            ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ              個人 一般63 28Z55

南　　栄治            ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ                個人 一般64 28Z55

田中　庸元            ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾓﾄ               個人 一般65 28Z55

矢坂　和広            ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ               個人 一般66 28Z55

髙雄　浩之            ﾀｶｵ ﾋﾛﾕｷ                個人 一般67 28Z55

山上　和也            ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ               個人 一般68 28Z55

柏原　武志            ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ                個人 一般69 28Z55

田嶋　孝平            ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ               個人 一般70 28Z55

松原　彰儀            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾖｼ              個人 一般71 28Z55

三浦　靖彦            ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ                広畑とびうお    一般72 28Z56

岩脇　政明            ｲﾜﾜｷ ﾏｻｱｷ               清流会          一般73 28Z58

髙野　厚志            ﾀｶﾉ ｱﾂｼ                 相生コスモス    一般74 28Z59

吉住　和幸            ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             淡路ＭＳＣ      一般75 28Z60

小田　将之            ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ                淡路ＭＳＣ      一般76 28Z60

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ＭＳＣ      一般77 28Z60

向井　昭仁            ﾑｶｲ ｱｷﾋﾄ                塚口ＳＳ        一般78 28Z61

秋本　莉久            ｱｷﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ        一般79 28Z61

大川　真司            ｵｵｶﾜ ｼﾝｼﾞ               塚口ＳＳ        一般80 28Z61

中村　忠司            ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ               尼崎市スポ振    一般81 28Z62

福本祐太朗            ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ              兵庫教育大学    大学（3）82 28Z65
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楢原　建一            ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ               兵庫県警        一般1 28724

古川　　亮            ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ                兵庫県警        一般2 28724

横田建一郎            ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ              ＳＵＮ太子      一般3 28862

黒田　光昭            ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ               ＳＵＮ太子      一般4 28862

渡辺　　淳            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ              ＳＵＮ加西      一般5 28866

増井　晃大            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 RYKM-SN         高専（1）6 28Z09

山本　勇斗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ                RYKM-SN         高専（2）7 28Z09

永山　岳司 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ sfida 一般8 28Z10

大下　亜門            ｵｵｼﾀ ｱﾓﾝ                Spark!          一般9 28Z12

池田　俊雄            ｲｹﾀﾞ ﾄｼｵ                アクトス神戸    一般10 28Z22

山本　和彦            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ              アクトス神戸    一般11 28Z22

堤　　　茂            ﾂﾂﾐ ｼｹﾞﾙ                アクトス神戸    一般12 28Z22

藤原　　了            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ               アクトス神戸    一般13 28Z22

田中　雄一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                アクトス藤原台  一般14 28Z23

佐久川政彦            ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ              アクトス明石    一般15 28Z25

土居原祥生            ﾄﾞｲﾊﾗ ｻﾁｵ               エスパティオ    一般16 28Z28

塩入　雄佑            ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ               オヤジーズ      一般17 28Z30

高瀬　和仁            ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾄ               オヤジーズ      一般18 28Z30

北村　一成            ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ              グンゼ西宮      一般19 28Z31

岡見　紀夫            ｵｶﾐ ﾉﾘｵ                 グンゼ西宮      一般20 28Z31

大谷　幸寛            ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ               コナミＪ山      一般21 28Z33

長本　　洋            ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般22 28Z34

横山　雅典            ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ               コナミ三宮      一般23 28Z34

岳野久仁子            ﾀｹﾉ ｸﾆｺ                 コナミ三宮      一般24 28Z34

頃末　　徹            ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ                コナミ三宮      一般25 28Z34

井上　博文            ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ               コナミ三宮      一般26 28Z34

福島　　豊            ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ                コナミ三宮      一般27 28Z34

川名　征二            ｶﾜﾅ ｾｲｼﾞ                コナミ三田      一般28 28Z35

林　　正勝            ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ                コナミ大久保    一般29 28Z38

長浜　岩夫            ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾜｵ               コナミ本山南    一般30 28Z40

宮田　俊明            ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ                コナミ明石      一般31 28Z42

吉田　増夫            ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ                コナミ明石      一般32 28Z42

山本　末喜            ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ                コナミ明石      一般33 28Z42

藤井　　守            ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ                シーマスター    一般34 28Z44

戸越　清行            ﾄｺﾞｴ ｷﾖﾕｷ               シーマスター    一般35 28Z44

井出　大輔            ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ               チームあいあい  一般36 28Z46

池田　健嗣            ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               トヨタ神戸校    高専（1）37 28Z47

森　　直樹            ﾓﾘ ﾅｵｷ                  ル・伊丹        一般38 28Z50

山下　裕右            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ               ル・伊丹        一般39 28Z50

杉本　洋平            ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ              ル・神戸        一般40 28Z51

岡田　義雄            ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ                貴崎ａｓｋ      一般41 28Z53

中戸　博文            ﾅｶﾄ ﾋﾛﾌﾐ                共泳舞          一般42 28Z54

山本　直幸            ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ               共泳舞          一般43 28Z54

日下部展久            ｸｻｶﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ             個人 一般44 28Z55

石橋　俊一            ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｶｽﾞ             個人 一般45 28Z55

奥田　雅隆            ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               神戸北町Vivo    一般46 28Z57

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ＭＳＣ      一般47 28Z60

岩本　能昌            ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ              淡路ＭＳＣ      一般48 28Z60

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ＭＳＣ      一般49 28Z60
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石井　良和            ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ               淡路ＭＳＣ      一般50 28Z60

池辺　保明            ｲｹﾍﾞ  ﾔｽｱｷ              塚口ＳＳ        一般51 28Z61

西出　智昭            ﾆｼﾃﾞ ﾄﾓｱｷ               塚口ＳＳ        一般52 28Z61

高瀬　　明            ﾀｶｾ ｱｷﾗ                 菱川工務店      一般53 28Z64

小東　和也            ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ              菱川工務店      一般54 28Z64

藤井　幹太            ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ                兵庫教育大学    大学（1）55 28Z65

志方　耀一            ｼｶﾀ ﾖｳｲﾁ                兵庫教育大学    大学（2）56 28Z65

8/29 ページ2017年6月15日 21:21:52



男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第6回兵庫県マスターズ水泳競技大会

古川　　亮            ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ                兵庫県警        一般1 28724

渡辺　　淳            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ              ＳＵＮ加西      一般2 28866

増井　晃大            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 RYKM-SN         高専（1）3 28Z09

山本　勇斗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ                RYKM-SN         高専（2）4 28Z09

須藤　祥稔            ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ               sfida           一般5 28Z10

堤　　　茂            ﾂﾂﾐ ｼｹﾞﾙ                アクトス神戸    一般6 28Z22

山本　和彦            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ              アクトス神戸    一般7 28Z22

堀江　祐三            ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ               アクトス神戸    一般8 28Z22

塩入　雄佑            ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ               オヤジーズ      一般9 28Z30

山岸　　聖            ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ               コケッコＳＴ    一般10 28Z32

頃末　　徹            ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ                コナミ三宮      一般11 28Z34

長本　　洋            ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般12 28Z34

福島　　豊            ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ                コナミ三宮      一般13 28Z34

磯田　賢一            ｲｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ               コナミ三田      一般14 28Z35

川名　征二            ｶﾜﾅ ｾｲｼﾞ                コナミ三田      一般15 28Z35

林　　正勝            ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ                コナミ大久保    一般16 28Z38

宮田　俊明            ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ                コナミ明石      一般17 28Z42

山本　末喜            ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ                コナミ明石      一般18 28Z42

吉田　増夫            ﾖｼﾀﾞ ﾏｽｵ                コナミ明石      一般19 28Z42

戸越　清行            ﾄｺﾞｴ ｷﾖﾕｷ               シーマスター    一般20 28Z44

藤井　　守            ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ                シーマスター    一般21 28Z44

井出　大輔            ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ               チームあいあい  一般22 28Z46

奥屋貴海智            ｵｸﾔ ﾀｶﾐﾁ                貴崎ａｓｋ      一般23 28Z53

井上　達晃            ｲﾉｳｴ ﾀﾂｱｷ               個人 一般24 28Z55

岡本　将裕            ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ               神戸北町Vivo    一般25 28Z57

奥田　雅隆            ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               神戸北町Vivo    一般26 28Z57

髙野　厚志            ﾀｶﾉ ｱﾂｼ                 相生コスモス    一般27 28Z59

石井　良和            ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ               淡路ＭＳＣ      一般28 28Z60

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ＭＳＣ      一般29 28Z60

元山　　潔            ﾓﾄﾔﾏ  ｷﾖｼ               日航姫路GC      一般30 28Z63

高瀬　　明            ﾀｶｾ ｱｷﾗ                 菱川工務店      一般31 28Z64

小東　和也            ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ              菱川工務店      一般32 28Z64
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岡田　兼男            ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ                ＪＳＳ三木      一般1 28Z02

松尾　年和            ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ               ＪＳＳ大久保    一般2 28Z03

伊東　誠之            ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ                K.G＞AQUA       大学（2）3 28Z05

藤本　武嗣            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ               sfida           一般4 28Z10

松田　　崚            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ                Spark!          一般5 28Z12

下川　拓実            ｼﾓｶﾜ ﾀｸﾐ                Spark!          一般6 28Z12

渡辺　哲也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ               アクトス藤原台  一般7 28Z23

森　　祥一            ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ                アクトス尼崎    一般8 28Z24

竹内　一哉            ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ               アクトス尼崎    一般9 28Z24

田口　正和            ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ              アクトス尼崎    一般10 28Z24

中野　秀治            ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ               アクトス明石    一般11 28Z25

藤原　慎也            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ               アクトス明石    一般12 28Z25

小林　良一            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ             あるてんＳＴ    一般13 28Z26

藤原　秀俊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ             あるてんＳＴ    一般14 28Z26

岩下　真三            ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ              オヤジーズ      一般15 28Z30

松田　和彦            ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ              グンゼ西宮      一般16 28Z31

八木乃恵留            ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ                 コナミＪ山      一般17 28Z33

楠本　昌平            ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ              コナミ三宮      一般18 28Z34

北川　正雄            ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｵ               コナミ三田      一般19 28Z35

山下　泰史            ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ                コナミ新長田    一般20 28Z36

林　　正秀            ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ               コナミ新長田    一般21 28Z36

大前　英雄            ｵｵﾏｴ ﾋﾃﾞｵ               コナミ神戸      一般22 28Z37

北山　二朗            ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ               ｺﾅﾐ東加古川     一般23 28Z39

仲田　良平            ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              コナミ本山南    一般24 28Z40

渡辺　達也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ               コナミ明石      一般25 28Z42

本間　壽夫            ﾎﾝﾏ ﾋｻｵ                 コパン須磨      一般26 28Z43

山田　勝己            ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ                コパン須磨      一般27 28Z43

美田佳壽彦            ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ                シーマスター    一般28 28Z44

森川　昌一            ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｲﾁ              シーマスター    一般29 28Z44

安藤　　耕            ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ                シーマスター    一般30 28Z44

関原　敏伸            ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ              シーマスター    一般31 28Z44

中井　嘉紀            ﾅｶｲ ﾖｼｷ                 シーマスター    一般32 28Z44

吉田　　悟            ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ                シーマスター    一般33 28Z44

北岡　　浩            ｷﾀｵｶ ﾋﾛｼ                シーマスター    一般34 28Z44

前川　昌吾            ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｺﾞ              ダブルプレー    一般35 28Z45

山本　尚志            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ                ダブルプレー    一般36 28Z45

小田村利彦            ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ              チームあいあい  一般37 28Z46

小田　真己            ｵﾀﾞ ﾏｻﾐ                 トヨタ神戸校    高専（2）38 28Z47

吉岡　慎吾            ﾖｼｵｶ ｼﾝｺﾞ               トヨタ神戸校    高専（1）39 28Z47

奥村　憲清            ｵｸﾑﾗ ﾉﾘｷﾖ               パシオ立花      一般40 28Z48

城崎　正夫            ｼﾞｮｳｻﾞｷ ﾏｻｵ             ル・伊丹        一般41 28Z50

竹内　大輝            ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ               ル・神戸        一般42 28Z51

池本　高良            ｲｹﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               加古川組        一般43 28Z52

松本　成裕            ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ              加古川組        一般44 28Z52

岡田　義雄            ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ                貴崎ａｓｋ      一般45 28Z53

丸尾　秀剛            ﾏﾙｵ ｼｭｳｺﾞｳ              個人 一般46 28Z55

松原　彰儀            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾖｼ              個人 一般47 28Z55

山端　真司            ﾔﾏﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ              個人 一般48 28Z55

岡田　　淳            ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ               個人 一般49 28Z55
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岸　　義貴            ｷｼ ﾖｼﾀｶ                 個人 一般50 28Z55

前田　貴正            ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾏｻ               個人 一般51 28Z55

田中　　真            ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ                 個人 一般52 28Z55

常岡　靖文            ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ               清流会          一般53 28Z58

津田　知宏            ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                相生コスモス    一般54 28Z59

矢野　貴嗣            ﾔﾉ ﾀｶﾂｸﾞ                相生コスモス    一般55 28Z59

一井　健二            ｲﾁｲ ｹﾝｼﾞ                相生コスモス    一般56 28Z59

髙林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ             淡路ＭＳＣ      一般57 28Z60

細川　幸宗            ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ              淡路ＭＳＣ      一般58 28Z60

亀山　雅敏            ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ               塚口ＳＳ        一般59 28Z61

東　　　徳            ｱｽﾞﾏ  ﾏｻﾙ               塚口ＳＳ        一般60 28Z61

喜納　敏明            ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ                尼崎市スポ振    一般61 28Z62
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松尾　年和            ﾏﾂｵ ﾄｼｶｽﾞ               ＪＳＳ大久保    一般1 28Z03

伊東　誠之            ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ                K.G＞AQUA       大学（2）2 28Z05

増﨑　敏文            ﾏｽｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ              ＮＳＩパール    一般3 28Z08

藤本　武嗣            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ               sfida           一般4 28Z10

松田　　崚            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ                Spark!          一般5 28Z12

下川　拓実            ｼﾓｶﾜ ﾀｸﾐ                Spark!          一般6 28Z12

橋本　正和            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ              Ｔ・キラッパ    一般7 28Z16

阪井　一郎            ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ                アクトス神戸    一般8 28Z22

中谷　信博            ﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ              アクトス神戸    一般9 28Z22

田口　正和            ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ              アクトス尼崎    一般10 28Z24

佐久川政彦            ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ              アクトス明石    一般11 28Z25

中野　秀治            ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ               アクトス明石    一般12 28Z25

笠松　稜司            ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳｼﾞ              あるてんＳＴ    大学（4）13 28Z26

小田　裕希            ｵﾀﾞ ﾕｳｷ                 あるてんＳＴ    一般14 28Z26

岩下　真三            ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ              オヤジーズ      一般15 28Z30

浜田　敏樹            ﾊﾏﾀ ﾄｼｷ                 コナミ三宮      一般16 28Z34

鄭　　　弘            ﾃｲ ﾋﾛｼ                  コナミ三宮      一般17 28Z34

稲垣　　博            ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般18 28Z34

高木　憲治            ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ               コナミ三宮      一般19 28Z34

北川　正雄            ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｵ               コナミ三田      一般20 28Z35

林　　正秀            ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ               コナミ新長田    一般21 28Z36

山下　泰史            ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ                コナミ新長田    一般22 28Z36

渡辺　達也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ               コナミ明石      一般23 28Z42

井上　大輔            ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ              シーマスター    一般24 28Z44

美田佳壽彦            ﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ                シーマスター    一般25 28Z44

安藤　　耕            ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ                シーマスター    一般26 28Z44

関原　敏伸            ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ              シーマスター    一般27 28Z44

北岡　　浩            ｷﾀｵｶ ﾋﾛｼ                シーマスター    一般28 28Z44

中井　嘉紀            ﾅｶｲ ﾖｼｷ                 シーマスター    一般29 28Z44

山本　尚志            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ                ダブルプレー    一般30 28Z45

小田村利彦            ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ              チームあいあい  一般31 28Z46

小田　真己            ｵﾀﾞ ﾏｻﾐ                 トヨタ神戸校    高専（2）32 28Z47

吉岡　慎吾            ﾖｼｵｶ ｼﾝｺﾞ               トヨタ神戸校    高専（1）33 28Z47

小松　弘弥            ｺﾏﾂ ﾋﾛﾔ                 パシオ立花      一般34 28Z48

岡崎　和登            ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ              ル・伊丹        一般35 28Z50

山下　裕右            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ               ル・伊丹        一般36 28Z50

竹内　大輝            ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ               ル・神戸        一般37 28Z51

平石　雄大            ﾋﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ              共泳舞          一般38 28Z54

岸　　義貴            ｷｼ ﾖｼﾀｶ                 個人 一般39 28Z55

柏原　吉浩            ｶｼﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ               個人 一般40 28Z55

常岡　靖文            ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ               清流会          一般41 28Z58

矢野　貴嗣            ﾔﾉ ﾀｶﾂｸﾞ                相生コスモス    一般42 28Z59

一井　健二            ｲﾁｲ ｹﾝｼﾞ                相生コスモス    一般43 28Z59

細川　幸宗            ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ              淡路ＭＳＣ      一般44 28Z60

喜納　敏明            ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ                尼崎市スポ振    一般45 28Z62

福永　　裕            ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾀｶ               日航姫路GC      一般46 28Z63
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藤本　昴大            ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ             兵庫県警        一般1 28724

赤瀬　　慎            ｱｶｾ ｼﾝ                  兵庫県警        一般2 28724

泉　　遊茉            ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ                兵庫県警        一般3 28724

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               兵庫県警        一般4 28724

黒田　光昭            ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ               ＳＵＮ太子      一般5 28862

荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ ＪＳＳ大久保 一般6 28Z03

吉川　　優            ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ                ＪＳＳ大久保    一般7 28Z03

古屋　拓海            ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ                 KENODA          一般8 28Z06

野田　　健            ﾉﾀﾞ ｹﾝ                  KENODA          一般9 28Z06

金光　康祐            ｶﾈﾐﾂ ｺｳｽｹ               MKTV            一般10 28Z07

番園　雅矢            ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ              RYKM-SN         一般11 28Z09

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                RYKM-SN         大学（2）12 28Z09

野村　和興            ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵｷ               sfida           一般13 28Z10

青木　優太            ｱｵｷ ﾕｳﾀ                 Skive           一般14 28Z11

北垣　和真            ｷﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ              Skive           一般15 28Z11

住田　文哉            ｽﾐﾀﾞ ﾌﾐﾔ                Spark!          一般16 28Z12

有近　友介            ｱﾘﾁｶ ﾕｳｽｹ               T.H.KING        一般17 28Z15

高田　大誠            ﾀｶﾀ ﾀｲｾｲ                T.H.KING        一般18 28Z15

山野　宏樹            ﾔﾏﾉ ﾋﾛｷ                 T.H.KING        一般19 28Z15

織田　　隆            ｵﾀﾞ ﾀｶｼ                 アクトス神戸    一般20 28Z22

山本　慎一            ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ               アクトス神戸    一般21 28Z22

沢井　哲明            ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ                アクトス神戸    一般22 28Z22

出本　則幸 ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ アクトス藤原台 一般23 28Z23

塚本　拓人            ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾄ                アクトス明石    一般24 28Z25

飯田　隆彦            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ               アクトス明石    一般25 28Z25

奥村　幸博            ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ               アクトス明石    一般26 28Z25

辻　　憲昭            ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ                エスパティオ    一般27 28Z28

和田　健太            ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ                 オヤジーズ      一般28 28Z30

高瀬　和仁            ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋﾄ               オヤジーズ      一般29 28Z30

林野　克己            ﾊﾔｼﾉ ｶﾂﾐ                コナミＪ山      一般30 28Z33

大野　義成            ｵｵﾉ ﾖｼﾅﾘ                コナミ三宮      一般31 28Z34

横山　雅典            ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ               コナミ三宮      一般32 28Z34

吉野　　薫            ﾖｼﾉ ｶｵﾙ                 コナミ三宮      一般33 28Z34

森口　和也            ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ              コナミ三宮      一般34 28Z34

小倉　四郎            ｵｸﾞﾗ ｼﾛｳ                コナミ三田      一般35 28Z35

八田　美夫            ﾊｯﾀ ﾖｼｵ                 コナミ大久保    一般36 28Z38

長浜　岩夫            ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾜｵ               コナミ本山南    一般37 28Z40

小菊　牧夫            ｺｷﾞｸ ﾏｷｵ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般38 28Z41

塩崎　幹夫            ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ               コパン須磨      一般39 28Z43

篠原　　洋            ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ                シーマスター    一般40 28Z44

玉置　哲明            ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ               シーマスター    一般41 28Z44

奥橋　政輝            ｵｸﾊｼ ﾏｻｷ                シーマスター    一般42 28Z44

森川　昌一            ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｲﾁ              シーマスター    一般43 28Z44

井上　大輔            ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ              シーマスター    一般44 28Z44

伊藤　康稀            ｲﾄｳ ｺｳｷ                 トヨタ神戸校    高専（2）45 28Z47

小松　弘弥            ｺﾏﾂ ﾋﾛﾔ                 パシオ立花      一般46 28Z48

髙雄　浩之            ﾀｶｵ ﾋﾛﾕｷ                個人 一般47 28Z55

松原　由和            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶｽﾞ             個人 一般48 28Z55

田嶋　孝平            ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ               個人 一般49 28Z55
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黄田俊英イサフィ      ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞｲｻﾌ           個人 一般50 28Z55

迫田　　敏            ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ                個人 一般51 28Z55

柏原　武志            ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ                個人 一般52 28Z55

矢坂　和広            ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ               個人 一般53 28Z55

岸　　義貴            ｷｼ ﾖｼﾀｶ                 個人 一般54 28Z55

南　　栄治            ﾐﾅﾐ ｴｲｼﾞ                個人 一般55 28Z55

白井　八栄            ｼﾗｲ ﾊﾁｴｲ                個人 一般56 28Z55

岡本　吉民            ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾀﾐ               個人 一般57 28Z55

濃野　通博            ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ                広畑とびうお    一般58 28Z56

赤澤　　武            ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ               神戸北町Vivo    一般59 28Z57

柳楽　　晃            ﾅｷﾞﾗ ｱｷﾗ                神戸北町Vivo    一般60 28Z57

奥田　裕啓            ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ               神戸北町Vivo    一般61 28Z57

吉住　和幸            ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             淡路ＭＳＣ      一般62 28Z60

麻生　柊斗            ｱｿｳ ｼｭｳﾄ                塚口ＳＳ        大学（2）63 28Z61

岡田　雅幸            ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ               菱川工務店      一般64 28Z64

山本健一郎            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ             菱川工務店      一般65 28Z64

一色　佳高            ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ               菱川工務店      一般66 28Z64
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福栄　孝輔            ﾌｸｴ ｺｳｽｹ                ｲﾀﾐｼﾞｴｲﾀｲ       一般1 28716

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               兵庫県警        一般2 28724

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 ＳＵＮ太子      一般3 28862

野田　　健            ﾉﾀﾞ ｹﾝ                  KENODA          一般4 28Z06

番園　雅矢            ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ              RYKM-SN         一般5 28Z09

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                RYKM-SN         大学（2）6 28Z09

山本　慎一            ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ               アクトス神戸    一般7 28Z22

奥村　幸博            ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ               アクトス明石    一般8 28Z25

安本　直樹            ﾔｽﾓﾄ ﾅｵｷ                エンドルフィンS 一般9 28Z29

大野　義成            ｵｵﾉ ﾖｼﾅﾘ                コナミ三宮      一般10 28Z34

磯田　賢一            ｲｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ               コナミ三田      一般11 28Z35

藤澤　　誠            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ               ｺﾅﾐ東加古川     一般12 28Z39

小林　弘幸            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ              シーマスター    一般13 28Z44

岡本　吉民            ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾀﾐ               個人 一般14 28Z55

井上　達晃            ｲﾉｳｴ ﾀﾂｱｷ               個人 一般15 28Z55

濃野　通博            ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ                広畑とびうお    一般16 28Z56

柳楽　　晃            ﾅｷﾞﾗ ｱｷﾗ                神戸北町Vivo    一般17 28Z57
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福栄　孝輔            ﾌｸｴ ｺｳｽｹ                ｲﾀﾐｼﾞｴｲﾀｲ       一般1 28716

林　　聖大            ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ                兵庫県警        一般2 28724

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               兵庫県警        一般3 28724

小林　　健            KOBAYASI KEN            ＪＳＳ妙法寺    一般4 28852

黒田　光昭            ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｱｷ               ＳＵＮ太子      一般5 28862

松浦　孝彦            ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｺ               ＳＵＮ太子      一般6 28862

渡辺　　淳            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ              ＳＵＮ加西      一般7 28866

小林　和貴            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ              K.G＞AQUA       大学（1）8 28Z05

下酔尾将一            ｼﾓｴﾉｵ ｼｮｳｲﾁ             KENODA          一般9 28Z06

金光　啓祐            ｶﾈﾐﾂ ｹｲｽｹ               MKTV            一般10 28Z07

前川　孝司            ﾏｴｶﾜ ﾀｶｼ                ＮＳＩパール    一般11 28Z08

増井　晃大            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 RYKM-SN         高専（1）12 28Z09

弘末　　涼            ﾋﾛｽｴ ﾘｮｳ                RYKM-SN         大学（2）13 28Z09

須藤　祥稔            ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ               sfida           一般14 28Z10

反圃　幸雄            ﾀﾝﾎﾞ ﾕｷｵ                Ｔ・キラッパ    一般15 28Z16

安藤　直人            ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               アクトス神戸    一般16 28Z22

沢井　哲明            ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ                アクトス神戸    一般17 28Z22

藤原　　了            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ               アクトス神戸    一般18 28Z22

阪井　一郎            ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ                アクトス神戸    一般19 28Z22

古家　資之            ﾌﾙｲｴ ﾓﾄﾕｷ               あるてんＳＴ    一般20 28Z26

衣笠　　隆            ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ               あるてんＳＴ    一般21 28Z26

辻　　憲昭            ﾂｼﾞ ﾉﾘｱｷ                エスパティオ    一般22 28Z28

土居原祥生            ﾄﾞｲﾊﾗ ｻﾁｵ               エスパティオ    一般23 28Z28

山本　浩路            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               オヤジーズ      一般24 28Z30

浜田　敏樹            ﾊﾏﾀ ﾄｼｷ                 コナミ三宮      一般25 28Z34

磯田　賢一            ｲｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ               コナミ三田      一般26 28Z35

藤浪　好寿            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾖｼﾋｻ              ｺﾅﾐ東加古川     一般27 28Z39

藤澤　　誠            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ               ｺﾅﾐ東加古川     一般28 28Z39

高垣　宏次            ﾀｶｶﾞｷ ｺｳｼﾞ              ダブルプレー    一般29 28Z45

小松　弘弥            ｺﾏﾂ ﾋﾛﾔ                 パシオ立花      一般30 28Z48

杉本　洋平            ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ              ル・神戸        一般31 28Z51

実藤　　真            ｻﾈﾄｳ ﾏｺﾄ                個人 一般32 28Z55

矢坂　和広            ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ               個人 一般33 28Z55

井上　達晃            ｲﾉｳｴ ﾀﾂｱｷ               個人 一般34 28Z55

岡本　将裕            ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ               神戸北町Vivo    一般35 28Z57

小田　将之            ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ                淡路ＭＳＣ      一般36 28Z60

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ＭＳＣ      一般37 28Z60

滝井　幸治            ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ                菱川工務店      一般38 28Z64
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又川綾香里            ﾏﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ               ＪＳＳ妙法寺    大学（1）1 28852

内海希代子            ｳﾂﾐ ｷﾖｺ                 ＪＳＳ妙法寺    一般2 28852

伊坂知江美            ｲｻｶ ﾁｴﾐ                 ＪＳＳ妙法寺    一般3 28852

牧野　京子            ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ                ＪＳＳ妙法寺    一般4 28852

楞野　信子            ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ               ＪＳＳ妙法寺    一般5 28852

松山富美子            ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐｺ                ＪＳＳ妙法寺    一般6 28852

沖原　昌子            ｵｷﾊﾗ ﾏｻｺ                ＪＳＳ妙法寺    一般7 28852

工藤　千代            ｸﾄﾞｳ ﾁﾖ                 ＪＳＳ妙法寺    一般8 28852

間嶋　夏穂            ﾏｼﾞﾏ ﾅﾂﾎ                ＳＵＮ太子      一般9 28862

進藤ますみ            ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ               ＪＳＳ三木      一般10 28Z02

廣實美恵子            ﾋﾛｻﾞﾈ ﾐｴｺ               ＪＳＳ三木      一般11 28Z02

松崎　詢子            ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ             ＮＳＩパール    一般12 28Z08

水上佐智子            ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾁｺ               ＮＳＩパール    一般13 28Z08

小幡　和子            ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ               ＮＳＩパール    一般14 28Z08

國島　　愛            ｸﾆｼﾏ ｱｲ                 ＮＳＩパール    一般15 28Z08

中山　亜哉            ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ                 ＮＳＩパール    一般16 28Z08

山口　飛鳥            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ               sfida           一般17 28Z10

細見　一代            ﾎｿﾐ ｶｽﾞﾖ                Ｔ・キラッパ    一般18 28Z16

川西　怜子            ｶﾜﾆｼ ﾚｲｺ                Ｔ・キラッパ    一般19 28Z16

川西　怜子            ｶﾜﾆｼ ﾚｲｺ                Ｔ・キラッパ    一般20 28Z16

本荘　聖子            ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｺ              Ｔ・キラッパ    一般21 28Z16

西村　奈穂            ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ                 Team Gold       一般22 28Z17

杉田　倫栄            ｽｷﾞﾀ ﾐﾁｴ                Team Gold       一般23 28Z17

松村　栄子            ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ                TRIAXIS         一般24 28Z18

中西　幸子            ﾅｶﾆｼ ｻﾁｺ                ＶＳＨＡＲＫ    一般25 28Z19

杉山きよみ            ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ               WOODY A.C       一般26 28Z20

麻植　弥生            ｵｴ ﾔﾖｲ                  アクトス芦屋    一般27 28Z21

灘井　美穂            ﾅﾀﾞｲ ﾐﾎ                 アクトス神戸    一般28 28Z22

石本知香枝            ｲｼﾓﾄ ﾁｶｴ                アクトス神戸    一般29 28Z22

山中　陽香            ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ                アクトス神戸    一般30 28Z22

田中　咲美            ﾀﾅｶ ｻｷﾐ                 アクトス神戸    一般31 28Z22

竹本　容子            ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ                アクトス神戸    一般32 28Z22

北野　厚子            ｷﾀﾉ ｱﾂｺ                 アクトス神戸    一般33 28Z22

星川　幸子            ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ                アクトス神戸    一般34 28Z22

橋本　裕華            ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ                 アクトス明石    一般35 28Z25

世良田久美子          ｾﾗﾀ ｸﾐｺ                 アクトス明石    一般36 28Z25

小林　咲羅            ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ               あるてんＳＴ    一般37 28Z26

清水　香菜            ｼﾐｽﾞ ｶﾅ                 あるてんＳＴ    一般38 28Z26

山口　美保            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾎ                あるてんＳＴ    一般39 28Z26

池内　真衣            ｲｹｳﾁ ﾏｲ                 あるてんＳＴ    一般40 28Z26

下河　喜恵            ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ                エスパティオ    一般41 28Z28

阿部恵美子            ｱﾍﾞ ｴﾐｺ                 エスパティオ    一般42 28Z28

佐藤　令子            ｻﾄｳ ﾚｲｺ                 エスパティオ    一般43 28Z28

船橋　雅子            ﾌﾅﾊｼ ﾏｻｺ                エスパティオ    一般44 28Z28

吉田　　薫            ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ                オヤジーズ      一般45 28Z30

辺見　裕子            ﾍﾝﾐ ﾋﾛｺ                 オヤジーズ      一般46 28Z30

内海　貴子            ｳﾂﾐ ﾀｶｺ                 グンゼ西宮      一般47 28Z31

深江　悦子            ﾌｶｴ ｴﾂｺ                 グンゼ西宮      一般48 28Z31

竹内　克美            ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ                グンゼ西宮      一般49 28Z31
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田中みどり            ﾀﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ                グンゼ西宮      一般50 28Z31

玉井　智美            ﾀﾏｲ ﾄﾓﾐ                 グンゼ西宮      一般51 28Z31

金子　雅子            ｶﾈｺ ﾏｻｺ                 グンゼ西宮      一般52 28Z31

塩川阿弥美            ｼｵｶﾜ ｱﾔﾐ                コナミＪ山      一般53 28Z33

好井　優子            ﾖｼｲ ﾕｳｺ                 コナミ三宮      一般54 28Z34

藤川　晄子            ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾙｺ               コナミ三宮      一般55 28Z34

河上　久美            ｶﾜｶﾐ ｸﾐ                 コナミ三宮      一般56 28Z34

白髭　久子            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋｻｺ               コナミ三田      一般57 28Z35

寺西美智子            ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁｺ                コナミ三田      一般58 28Z35

髙落　且子            ﾀｶﾑﾗ ｶﾂｺ                コナミ三田      一般59 28Z35

岩本　洋子            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ                コナミ神戸      一般60 28Z37

山本律奈子            ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾅｺ                コナミ大久保    一般61 28Z38

菊池美津子            ｷｸﾁ ﾐﾂｺ                 コナミ大久保    一般62 28Z38

助川はつ江            ｽｹｶﾞﾜ ﾊﾂｴ               コナミ大久保    一般63 28Z38

樽本　美穂            ﾀﾙﾓﾄ ﾐﾎ                 コナミ大久保    一般64 28Z38

羽田　容子            ﾊﾀﾞ ﾖｳｺ                 コナミ本山南    一般65 28Z40

梶原ひろみ            ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ               コナミ本山南    一般66 28Z40

廣渡　洋子            ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾖｳｺ               ｺﾅﾐ本店西宮     一般67 28Z41

鳥羽　仁美            ﾄﾊﾞ ﾋﾄﾐ                 ｺﾅﾐ本店西宮     一般68 28Z41

横山　恵子            ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般69 28Z41

伊藤セイ子            ｲﾄｳ ｾｲｺ                 コナミ明石      一般70 28Z42

柏木　秀子            ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｺ              コナミ明石      一般71 28Z42

内豊留範子            ｳﾁﾄﾖﾄﾒ ﾉﾘｺ              コナミ明石      一般72 28Z42

松島　千草            ﾏﾂｼﾏ ﾁｸﾞｻ               コナミ明石      一般73 28Z42

富塚砂穂子            ﾄﾐﾂｶ ｻﾎｺ                コナミ明石      一般74 28Z42

伊与田千暁            ｲﾖﾀﾞ ﾁｱｷ                シーマスター    一般75 28Z44

甲斐美佐緒            ｶｲ ﾐｻｵ                  シーマスター    一般76 28Z44

山本　雅子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ                ダブルプレー    一般77 28Z45

仮山　　薫            ｶﾘﾔﾏ ｶｵﾙ                パシオ立花      一般78 28Z48

齊藤　洋子            ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ                パシオ立花      一般79 28Z48

中野　実咲            ﾅｶﾉ ﾐｻｷ                 ル・伊丹        一般80 28Z50

速水　益江            ﾊﾔﾐ ﾏｽｴ                 ル・伊丹        一般81 28Z50

林　さなえ            ﾊﾔｼ ｻﾅｴ                 ル・伊丹        一般82 28Z50

三木　美香            ﾐｷ ﾐｶ                   ル・伊丹        一般83 28Z50

植田　治美            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ                ル・神戸        一般84 28Z51

濱場　直子            ﾊﾏﾊﾞ ﾅｵｺ                ル・神戸        一般85 28Z51

大森　牧子            ｵｵﾓﾘ ﾏｷｺ                個人 一般86 28Z55

中本　和子            ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ               個人 一般87 28Z55

斉藤　範子            ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ                個人 一般88 28Z55

金久　　薫            ｶﾈﾋｻ ｶｵﾙ                個人 一般89 28Z55

植田　明代            ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ                個人 一般90 28Z55

鍋田　由希            ﾅﾍﾞﾀ ﾕｷ                 個人 一般91 28Z55

山口　静子            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ              神戸北町Vivo    一般92 28Z57

轟　沙也加            ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾔｶ               淡路ＭＳＣ      一般93 28Z60

北海　桃佳            ｷﾀﾐ ﾓﾓｶ                 淡路ＭＳＣ      一般94 28Z60

秋友　玲子            ｱｷﾄﾓ ﾚｲｺ                尼崎市スポ振    一般95 28Z62

宮下　朝香            ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ                尼崎市スポ振    一般96 28Z62

小山　路子            ｺﾔﾏ ﾐﾁｺ                 尼崎市スポ振    一般97 28Z62

三村　　恵            ﾐﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ                日航姫路GC      一般98 28Z63
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谷岡　伸枝            ﾀﾆｵｶ ﾉﾌﾞｴ               日航姫路GC      一般99 28Z63

猪谷　千佳            ｲﾉﾀﾆ ﾁｶ                 兵庫教育大学    大学（2）100 28Z65

鈴木　リカ            ｽｽﾞｷ ﾘｶ                 本山ＳＳ        一般101 28Z67

菱谷真佐美            ﾋｼﾀﾆ ﾏｻﾐ                本山ＳＳ        一般102 28Z67

藤田　良子            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ               本山ＳＳ        一般103 28Z67

藤井　智子            ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ                本山ＳＳ        一般104 28Z67
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又川綾香里            ﾏﾀｶﾞﾜ ｱｶﾘ               ＪＳＳ妙法寺    大学（1）1 28852

進藤ますみ            ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ               ＪＳＳ三木      一般2 28Z02

小野美千子            ｵﾉ ﾐﾁｺ                  ＮＳＩパール    一般3 28Z08

中山　亜哉            ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ                 ＮＳＩパール    一般4 28Z08

奥谷　和代            ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾖ               ＮＳＩパール    一般5 28Z08

山口　飛鳥            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ               sfida           一般6 28Z10

村上　純子            ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ              Ｔ・キラッパ    一般7 28Z16

金井　佳子            ｶﾅｲ ﾖｼｺ                 Ｔ・キラッパ    一般8 28Z16

杉山きよみ            ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ               WOODY A.C       一般9 28Z20

今井田久美子          ｲﾏｲﾀﾞ ｸﾐｺ               アクトス芦屋    一般10 28Z21

中根　千寿            ﾅｶﾈ ﾁｽﾞ                 アクトス芦屋    一般11 28Z21

大多和泉生            ｵｵﾀﾜ ｲｽﾞﾐ               アクトス神戸    一般12 28Z22

竹本　容子            ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ                アクトス神戸    一般13 28Z22

田中　咲美            ﾀﾅｶ ｻｷﾐ                 アクトス神戸    一般14 28Z22

淡谷　千晃            ｱﾜﾀﾆ ﾁｱｷ                アクトス明石    一般15 28Z25

川根　真理            ｶﾜﾈ ﾏﾘ                  あるてんＳＴ    一般16 28Z26

佐藤　令子            ｻﾄｳ ﾚｲｺ                 エスパティオ    一般17 28Z28

下河　喜恵            ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ                エスパティオ    一般18 28Z28

川本　美鈴            ｶﾜﾓﾄ ﾐｽｽﾞ               エスパティオ    一般19 28Z28

阿部恵美子            ｱﾍﾞ ｴﾐｺ                 エスパティオ    一般20 28Z28

前田　美里            ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ                オヤジーズ      一般21 28Z30

端　　愛子            ﾊﾀ ｱｲｺ                  コナミ三宮      一般22 28Z34

ﾜｲﾙﾀﾞｰﾆｺｰﾙ･ﾘｰ         ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾆｺｰﾙ･ﾘｰ          コナミ三宮      一般23 28Z34

岩本　洋子            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ                コナミ神戸      一般24 28Z37

助川はつ江            ｽｹｶﾞﾜ ﾊﾂｴ               コナミ大久保    一般25 28Z38

菊池美津子            ｷｸﾁ ﾐﾂｺ                 コナミ大久保    一般26 28Z38

山本律奈子            ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾅｺ                コナミ大久保    一般27 28Z38

中尾　海子            ﾅｶｵ ｶｲｺ                 ｺﾅﾐ東加古川     一般28 28Z39

羽田　容子            ﾊﾀﾞ ﾖｳｺ                 コナミ本山南    一般29 28Z40

梶原ひろみ            ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ               コナミ本山南    一般30 28Z40

伊与田千暁            ｲﾖﾀﾞ ﾁｱｷ                シーマスター    一般31 28Z44

小林　直美            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ               シーマスター    一般32 28Z44

甲斐美佐緒            ｶｲ ﾐｻｵ                  シーマスター    一般33 28Z44

山本　雅子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ                ダブルプレー    一般34 28Z45

新沢　陽子            ｻﾝｻﾞﾜ ﾖｳｺ               ル・伊丹        一般35 28Z50

鳥飼千枝子            ﾄﾘｶｲ ﾁｴｺ                個人 一般36 28Z55

金久　　薫            ｶﾈﾋｻ ｶｵﾙ                個人 一般37 28Z55

谷口　　緑            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ              個人 一般38 28Z55

十倉　麻紀            ﾄｸﾗ ﾏｷ                  清流会          一般39 28Z58

向井　良恵            ﾑｶｲ ﾖｼｴ                 尼崎市スポ振    一般40 28Z62

秋友　玲子            ｱｷﾄﾓ ﾚｲｺ                尼崎市スポ振    一般41 28Z62

谷口　宣子            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ               本山ＳＳ        一般42 28Z67
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内海希代子            ｳﾂﾐ ｷﾖｺ                 ＪＳＳ妙法寺    一般1 28852

工藤　千代            ｸﾄﾞｳ ﾁﾖ                 ＪＳＳ妙法寺    一般2 28852

楞野　信子            ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ               ＪＳＳ妙法寺    一般3 28852

高原　敦子            ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ                ＳＵＮ太子      一般4 28862

竹嵜　京子            ﾀｹｻﾞｷ ｷｮｳｺ              ＳＵＮ太子      一般5 28862

岡田　好子            ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ                ＪＳＳ三木      一般6 28Z02

速水　綾子            ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ               ＪＳＳ大久保    一般7 28Z03

水上佐智子            ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾁｺ               ＮＳＩパール    一般8 28Z08

小幡　和子            ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ               ＮＳＩパール    一般9 28Z08

増﨑　三重            ﾏｽｻﾞｷ ﾐｴ                ＮＳＩパール    一般10 28Z08

岸本　仁子            ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ                ＮＳＩパール    一般11 28Z08

中山　亜哉            ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ                 ＮＳＩパール    一般12 28Z08

奥谷　和代            ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾖ               ＮＳＩパール    一般13 28Z08

大黒　香里            ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ                sfida           一般14 28Z10

上村　和代            ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ               sfida           一般15 28Z10

吉良　純子            ｷﾗ ｼﾞｭﾝｺ                Ｔ・キラッパ    一般16 28Z16

竹﨑　敦子            ﾀｹｻﾞｷ ｱﾂｺ               Ｔ・キラッパ    一般17 28Z16

金井　佳子            ｶﾅｲ ﾖｼｺ                 Ｔ・キラッパ    一般18 28Z16

本荘　聖子            ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｺ              Ｔ・キラッパ    一般19 28Z16

細見　一代            ﾎｿﾐ ｶｽﾞﾖ                Ｔ・キラッパ    一般20 28Z16

西村　奈穂            ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ                 Team Gold       一般21 28Z17

中西　幸子            ﾅｶﾆｼ ｻﾁｺ                ＶＳＨＡＲＫ    一般22 28Z19

東山　玲子            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾚｲｺ              アクトス明石    一般23 28Z25

世良田久美子          ｾﾗﾀ ｸﾐｺ                 アクトス明石    一般24 28Z25

小林　咲羅            ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ               あるてんＳＴ    一般25 28Z26

清水　香菜            ｼﾐｽﾞ ｶﾅ                 あるてんＳＴ    一般26 28Z26

池上美恵子            ｲｹｶﾞﾐ ﾐｴｺ               エスパティオ    一般27 28Z28

小野　真理            ｵﾉ ﾏﾘ                   エスパティオ    一般28 28Z28

内山　利子            ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｺ                グンゼ西宮      一般29 28Z31

大浜美和子            ｵｵﾊﾏ ﾐﾜｺ                グンゼ西宮      一般30 28Z31

濱本千津子            ﾊﾏﾓﾄ ﾁｽﾞｺ               グンゼ西宮      一般31 28Z31

藤川　晄子            ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾙｺ               コナミ三宮      一般32 28Z34

好井　優子            ﾖｼｲ ﾕｳｺ                 コナミ三宮      一般33 28Z34

北川　秀代            ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾖ              コナミ三田      一般34 28Z35

白髭　久子            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋｻｺ               コナミ三田      一般35 28Z35

寺西美智子            ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁｺ                コナミ三田      一般36 28Z35

幸田　清子            ｺｳﾀﾞ ｷﾖｺ                コナミ三田      一般37 28Z35

前原　郁子            ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ                コナミ神戸      一般38 28Z37

河津つや子            ｶﾜﾂ ﾂﾔｺ                 コナミ大久保    一般39 28Z38

篠田　路子            ｼﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ                ｺﾅﾐ東加古川     一般40 28Z39

上垣　照子            ｳｴｶﾞｷ ﾃﾙｺ               ｺﾅﾐ東加古川     一般41 28Z39

伊藤セイ子            ｲﾄｳ ｾｲｺ                 コナミ明石      一般42 28Z42

松島　千草            ﾏﾂｼﾏ ﾁｸﾞｻ               コナミ明石      一般43 28Z42

渡邊　里子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ               シーマスター    一般44 28Z44

甲斐美佐緒            ｶｲ ﾐｻｵ                  シーマスター    一般45 28Z44

城平　来美            ｼﾞｮｳﾍｲ ｸﾙﾐ              チームあいあい  一般46 28Z46

藤田　順子            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ              チームあいあい  一般47 28Z46

山本　安子            ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ                パシオ立花      一般48 28Z48

上田　幸子            ｳｴﾀﾞ ｻﾁｺ                パシオ立花      一般49 28Z48
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原田　由佳            ﾊﾗﾀﾞ ﾕｶ                 ル・伊丹        一般50 28Z50

植田　治美            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ                ル・神戸        一般51 28Z51

岡田　典子            ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ                加古川組        一般52 28Z52

宮瀧ひな子            ﾐﾔﾀｷ ﾋﾅｺ                貴崎ａｓｋ      一般53 28Z53

桐本　恭子            ｷﾘﾓﾄ ｷｮｳｺ               貴崎ａｓｋ      一般54 28Z53

白石　真美            ｼﾗｲｼ ﾏﾐ                 個人 一般55 28Z55

植田　明代            ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ                個人 一般56 28Z55

澤田　幸代            ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ                個人 一般57 28Z55

斉藤　範子            ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ                個人 一般58 28Z55

安達ゆかり            ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ                個人 一般59 28Z55

梅田　園子            ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ                神戸北町Vivo    一般60 28Z57

北海　桃佳            ｷﾀﾐ ﾓﾓｶ                 淡路ＭＳＣ      一般61 28Z60

秋友　玲子            ｱｷﾄﾓ ﾚｲｺ                尼崎市スポ振    一般62 28Z62

梅澤　純子            ｳﾒｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ             日航姫路GC      一般63 28Z63

森下　佳子            ﾓﾘｼﾀ ｹｲｺ                日航姫路GC      一般64 28Z63

石井　夢果            ｲｼｲ ﾕﾒｶ                 兵庫教育大学    大学（1）65 28Z65

藤井　智子            ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ                本山ＳＳ        一般66 28Z67

谷口　宣子            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ               本山ＳＳ        一般67 28Z67

菱谷真佐美            ﾋｼﾀﾆ ﾏｻﾐ                本山ＳＳ        一般68 28Z67
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勝見　英里            ｶﾂﾐ ｴﾘ                  MKTV            一般1 28Z07

上村　和代            ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ               sfida           一般2 28Z10

橋本　有里            ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘ                 Spark!          一般3 28Z12

則定加津子            ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ              Team Gold       一般4 28Z17

村上　泰恵            ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｴ                アクトス芦屋    一般5 28Z21

東山　玲子            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾚｲｺ              アクトス明石    一般6 28Z25

菱井　佳子            ﾋｼｲ ﾖｼｺ                 アクトス明石    一般7 28Z25

池上美恵子            ｲｹｶﾞﾐ ﾐｴｺ               エスパティオ    一般8 28Z28

小野　真理            ｵﾉ ﾏﾘ                   エスパティオ    一般9 28Z28

吉田　　薫            ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ                オヤジーズ      一般10 28Z30

中橋　美樹            ﾅｶﾊｼ ﾐｷ                 オヤジーズ      一般11 28Z30

ﾜｲﾙﾀﾞｰﾆｺｰﾙ･ﾘｰ         ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾆｺｰﾙ･ﾘｰ          コナミ三宮      一般12 28Z34

寺西美智子            ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁｺ                コナミ三田      一般13 28Z35

髙落　且子            ﾀｶﾑﾗ ｶﾂｺ                コナミ三田      一般14 28Z35

藤田　順子            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ              チームあいあい  一般15 28Z46

城平　来美            ｼﾞｮｳﾍｲ ｸﾙﾐ              チームあいあい  一般16 28Z46

岡田　典子            ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ                加古川組        一般17 28Z52

澤田　幸代            ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ                個人 一般18 28Z55

梅田　園子            ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ                神戸北町Vivo    一般19 28Z57
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和田かおり            ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ                 兵庫県警        一般1 28724

坪田　莉菜            ﾂﾎﾞﾀ ﾘﾅ                 兵庫県警        一般2 28724

内海希代子            ｳﾂﾐ ｷﾖｺ                 ＪＳＳ妙法寺    一般3 28852

伊坂知江美            ｲｻｶ ﾁｴﾐ                 ＪＳＳ妙法寺    一般4 28852

岡田眞理子            ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ                ＪＳＳ妙法寺    一般5 28852

速水　綾子            ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ               ＪＳＳ大久保    一般6 28Z03

桜庭智奈美            ｻｸﾗﾊﾞ ﾁﾅﾐ               KENODA          一般7 28Z06

小澤由以子            ｵｻﾞﾜ ﾕｲｺ                ＮＳＩパール    一般8 28Z08

小野美千子            ｵﾉ ﾐﾁｺ                  ＮＳＩパール    一般9 28Z08

小幡　和子            ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ               ＮＳＩパール    一般10 28Z08

國島　　愛            ｸﾆｼﾏ ｱｲ                 ＮＳＩパール    一般11 28Z08

竹﨑　敦子            ﾀｹｻﾞｷ ｱﾂｺ               Ｔ・キラッパ    一般12 28Z16

坂田　昌美            ｻｶﾀ ﾏｻﾐ                 Team Gold       一般13 28Z17

今井田久美子          ｲﾏｲﾀﾞ ｸﾐｺ               アクトス芦屋    一般14 28Z21

安田　美紗            ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ                 あるてんＳＴ    一般15 28Z26

竹田　公美            ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ                 エスパティオ    一般16 28Z28

高田　厚子            ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｺ                エスパティオ    一般17 28Z28

川本　美鈴            ｶﾜﾓﾄ ﾐｽｽﾞ               エスパティオ    一般18 28Z28

辺見　裕子            ﾍﾝﾐ ﾋﾛｺ                 オヤジーズ      一般19 28Z30

稲井　美香            ｲﾅｲ ﾐｶ                  オヤジーズ      一般20 28Z30

山田美弥子            ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ                オヤジーズ      一般21 28Z30

辻　　敬子            ﾂｼﾞ ｹｲｺ                 グンゼ西宮      一般22 28Z31

竹内　克美            ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾐ                グンゼ西宮      一般23 28Z31

油家　小絵            ｱﾌﾞﾗﾔ ｻｴ                グンゼ西宮      一般24 28Z31

和住　泰子            ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ                グンゼ西宮      一般25 28Z31

菊池　栄里            ｷｸﾁ ｴﾘ                  コナミＪ山      一般26 28Z33

酒井　泰子            ｻｶｲ ﾔｽｺ                 コナミ神戸      一般27 28Z37

原田　民子            ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾐｺ                コナミ大久保    一般28 28Z38

樽本　美穂            ﾀﾙﾓﾄ ﾐﾎ                 コナミ大久保    一般29 28Z38

上垣　照子            ｳｴｶﾞｷ ﾃﾙｺ               ｺﾅﾐ東加古川     一般30 28Z39

内藤　里美            ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾐ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般31 28Z41

大西　光江            ｵｵﾆｼ ﾐﾂｴ                コナミ明石      一般32 28Z42

内豊留範子            ｳﾁﾄﾖﾄﾒ ﾉﾘｺ              コナミ明石      一般33 28Z42

中地　行子            ﾅｶﾁ ﾕｷｺ                 コナミ明石      一般34 28Z42

大西　容子            ｵｵﾆｼ ﾖｳｺ                コパン須磨      一般35 28Z43

藤井たづ子            ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾞｺ               シーマスター    一般36 28Z44

森岡美智子            ﾓﾘｵｶ ﾐﾁｺ                シーマスター    一般37 28Z44

鳥居　紀子            ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ                 チームあいあい  一般38 28Z46

齊藤　洋子            ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ                パシオ立花      一般39 28Z48

高橋亜矢子            ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ                ル・伊丹        一般40 28Z50

林　さなえ            ﾊﾔｼ ｻﾅｴ                 ル・伊丹        一般41 28Z50

牧野　浩美            ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ                 ル・神戸        一般42 28Z51

柳原　友子            ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ              ル・神戸        一般43 28Z51

濱場　直子            ﾊﾏﾊﾞ ﾅｵｺ                ル・神戸        一般44 28Z51

姫路　恵子            ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ                ル・神戸        一般45 28Z51

戸田　朗子            ﾄﾀﾞ ﾛｳｺ                 加古川組        一般46 28Z52

伊井志津子            ｲｲ ｼﾂﾞｺ                 貴崎ａｓｋ      一般47 28Z53

田畑久美子            ﾀﾊﾞﾀ ｸﾐｺ                貴崎ａｓｋ      一般48 28Z53

鍋田　由希            ﾅﾍﾞﾀ ﾕｷ                 個人 一般49 28Z55
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細川みな子            ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ                個人 一般50 28Z55

白石　真美            ｼﾗｲｼ ﾏﾐ                 個人 一般51 28Z55

木村　ゆり            ｷﾑﾗ ﾕﾘ                  個人 一般52 28Z55

安達ゆかり            ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ                個人 一般53 28Z55

山下　博美            ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ                神戸北町Vivo    一般54 28Z57

武田　孝子            ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ                淡路ＭＳＣ      一般55 28Z60

弓削田里子            ﾕｹﾞﾀ ｻﾄｺ                淡路ＭＳＣ      一般56 28Z60

前田　　唯            ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ                 兵庫教育大学    大学（3）57 28Z65

小山　直美            ｺﾔﾏ ﾅｵﾐ                 本山ＳＳ        一般58 28Z67
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川畑　和生            ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ              ＪＳＳ妙法寺    一般1 28852

岡田眞理子            ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ                ＪＳＳ妙法寺    一般2 28852

寺嶋　明子            ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷｺ               ＪＳＳ大久保    一般3 28Z03

苦木瑚々呂            ﾆｶﾞｷ ｺｺﾛ                K.G＞AQUA       大学（3）4 28Z05

桜庭智奈美            ｻｸﾗﾊﾞ ﾁﾅﾐ               KENODA          一般5 28Z06

岸本　仁子            ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ                ＮＳＩパール    一般6 28Z08

中尾　珠美            ﾅｶｵ ﾀﾏﾐ                 Ｔ・キラッパ    一般7 28Z16

竹﨑　敦子            ﾀｹｻﾞｷ ｱﾂｺ               Ｔ・キラッパ    一般8 28Z16

村上　純子            ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ              Ｔ・キラッパ    一般9 28Z16

坂田　昌美            ｻｶﾀ ﾏｻﾐ                 Team Gold       一般10 28Z17

則定加津子            ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ              Team Gold       一般11 28Z17

稲井　美香            ｲﾅｲ ﾐｶ                  オヤジーズ      一般12 28Z30

青木さおり            ｱｵｷ ｻｵﾘ                 オヤジーズ      一般13 28Z30

白髭　久子            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋｻｺ               コナミ三田      一般14 28Z35

原田　民子            ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾐｺ                コナミ大久保    一般15 28Z38

内藤　里美            ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾐ                ｺﾅﾐ本店西宮     一般16 28Z41

大西　容子            ｵｵﾆｼ ﾖｳｺ                コパン須磨      一般17 28Z43

細江　鮎美            ﾎｿｴ ｱﾕﾐ                 コパン須磨      一般18 28Z43

森岡美智子            ﾓﾘｵｶ ﾐﾁｺ                シーマスター    一般19 28Z44

鳥居　紀子            ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ                 チームあいあい  一般20 28Z46

牧野　浩美            ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ                 ル・神戸        一般21 28Z51

姫路　恵子            ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ                ル・神戸        一般22 28Z51

柳原　友子            ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ              ル・神戸        一般23 28Z51

戸田　朗子            ﾄﾀﾞ ﾛｳｺ                 加古川組        一般24 28Z52

山本　　香            ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ                加古川組        一般25 28Z52

木村　ゆり            ｷﾑﾗ ﾕﾘ                  個人 一般26 28Z55

細川みな子            ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ                個人 一般27 28Z55

山下　博美            ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ                神戸北町Vivo    一般28 28Z57

武田　孝子            ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ                淡路ＭＳＣ      一般29 28Z60

喜多　政子            ｷﾀ ﾏｻｺ                  塚口ＳＳ        一般30 28Z61

中元　千裕            ﾅｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ                本山ＳＳ        一般31 28Z67
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善才　　桜            ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ               兵庫県警        一般1 28724

坪田　莉菜            ﾂﾎﾞﾀ ﾘﾅ                 兵庫県警        一般2 28724

村田悠季奈            ﾑﾗﾀ ﾕｷﾅ                 ＳＵＮ太子      大学（1）3 28862

高田　典子            ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘｺ                ＪＳＳ三木      一般4 28Z02

橘　　知恵            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ                ＪＳＳ大久保    一般5 28Z03

長岡まゆみ            ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ               KENODA          一般6 28Z06

片岡　慶子            ｶﾀｵｶ ｹｲｺ                KENODA          一般7 28Z06

髙島　瞳美            ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ                MKTV            一般8 28Z07

松崎　詢子            ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ             ＮＳＩパール    一般9 28Z08

杉山　有理            ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘ                WOODY A.C       一般10 28Z20

山中　陽香            ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ                アクトス神戸    一般11 28Z22

竹本　容子            ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ                アクトス神戸    一般12 28Z22

星川　幸子            ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ                アクトス神戸    一般13 28Z22

石本知香枝            ｲｼﾓﾄ ﾁｶｴ                アクトス神戸    一般14 28Z22

船橋　雅子            ﾌﾅﾊｼ ﾏｻｺ                エスパティオ    一般15 28Z28

高田　厚子            ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｺ                エスパティオ    一般16 28Z28

藤川　晄子            ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾙｺ               コナミ三宮      一般17 28Z34

北川　秀代            ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾖ              コナミ三田      一般18 28Z35

升田美千子            ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ                コナミ大久保    一般19 28Z38

河津つや子            ｶﾜﾂ ﾂﾔｺ                 コナミ大久保    一般20 28Z38

渡邊　里子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ               シーマスター    一般21 28Z44

上岡なゆみ            ｳｴｵｶ ﾅﾕﾐ                パシオ立花      一般22 28Z48

河村日佐美            ｶﾜﾑﾗ ﾋｻﾐ                ル・伊丹        一般23 28Z50

濱場　直子            ﾊﾏﾊﾞ ﾅｵｺ                ル・神戸        一般24 28Z51

谷口　　緑            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ              個人 一般25 28Z55

轟　沙也加            ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾔｶ               淡路ＭＳＣ      一般26 28Z60

中元　千裕            ﾅｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ                本山ＳＳ        一般27 28Z67
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長岡まゆみ            ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ               KENODA          一般1 28Z06

升田美千子            ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ                コナミ大久保    一般2 28Z38

藤浪奈加子            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ              ｺﾅﾐ東加古川     一般3 28Z39

安達未寿穂            ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ               個人 一般4 28Z55

鳥飼千枝子            ﾄﾘｶｲ ﾁｴｺ                個人 一般5 28Z55

向井　良恵            ﾑｶｲ ﾖｼｴ                 尼崎市スポ振    一般6 28Z62
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長岡まゆみ            ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ               KENODA          一般1 28Z06

片岡　慶子            ｶﾀｵｶ ｹｲｺ                KENODA          一般2 28Z06

杉山　有理            ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾘ                WOODY A.C       一般3 28Z20

淡谷　千晃            ｱﾜﾀﾆ ﾁｱｷ                アクトス明石    一般4 28Z25

竹田　公美            ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ                 エスパティオ    一般5 28Z28

塩川阿弥美            ｼｵｶﾜ ｱﾔﾐ                コナミＪ山      一般6 28Z33

武本　純子            ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ              コナミＪ山      一般7 28Z33

ﾜｲﾙﾀﾞｰﾆｺｰﾙ･ﾘｰ         ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾆｺｰﾙ･ﾘｰ          コナミ三宮      一般8 28Z34

藤浪奈加子            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ              ｺﾅﾐ東加古川     一般9 28Z39

渡邊　里子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ               シーマスター    一般10 28Z44

木村　ゆり            ｷﾑﾗ ﾕﾘ                  個人 一般11 28Z55

鳥飼千枝子            ﾄﾘｶｲ ﾁｴｺ                個人 一般12 28Z55

安達未寿穂            ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ               個人 一般13 28Z55

梅田　園子            ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ                神戸北町Vivo    一般14 28Z57

向井　良恵            ﾑｶｲ ﾖｼｴ                 尼崎市スポ振    一般15 28Z62
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