
 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 木下　悠也 矢倉　昌英 杉山　裕一 阿部　　徹 尾島　　稔 竹中　康泰 安本　篤史 藤本　能範

100m 姫路北高校 アクア 神戸市役所 神戸市役所 関電・神戸 三菱電機 住友金属尼崎 兵庫県警

タイム決勝 56.90 59.13 59.88 1:02.38 1:03.17 1:04.52 1:05.42 1:07.24

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

自由形 山本　浩路 竹内　秀夫 木下　悠也 杉山　裕一 石丸　亮介 溝口　裕恒 堅田　英希

200m 神戸製鋼 兵庫県警 姫路北高校 神戸市役所 神戸市役所 関西電力姫路 関電・神戸

タイム決勝 1:58.12 2:06.40 2:11.46 2:19.08 2:20.22 2:20.87 2:29.79

(大会新) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

自由形 成田　大輔 阿部　　徹 安場　文保 堅田　英希

400m 兵庫県警 神戸市役所 アクア 関電・神戸

タイム決勝 4:49.65 4:58.35 5:12.98 5:15.83

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

背泳ぎ 楢原　健一 田中　健吾 野村　洋人 武田　考博 竹田　洋輔 藤本　能範

100m 兵庫県警 高砂市役所 新日鐵広畑 アクア アクア 兵庫県警

タイム決勝 1:06.60 1:11.19 1:13.29 1:19.42 1:19.51 1:21.90

(標 準) (標 準)

背泳ぎ 楢原　健一 野村　洋人

200m 兵庫県警 新日鐵広畑

タイム決勝 2:28.57 2:47.76

(標 準)

平泳ぎ 石躍　孝幸 小板橋祥哲 森岡　身能 藤田　和也 橋詰　直知

100m 住友金属尼崎 アクア 兵庫県警 兵庫県警 アクア

タイム決勝 1:21.00 1:24.44 1:24.65 1:25.77 1:26.17

(標 準)

平泳ぎ 石躍　孝幸 井上　裕規

200m 住友金属尼崎 新日鐵広畑

タイム決勝 2:52.21 3:15.70

(標 準)

バタフライ 竹内　秀夫 今崎　陽司 小板橋祥哲 堀　　良介 安本　篤史 吉田　真海 早川　嘉久 宇野　拓也

100m 兵庫県警 住友金属尼崎 アクア 新日鐵広畑 住友金属尼崎 姫獨大職員 関電・神戸 アクア

タイム決勝 1:02.30 1:05.36 1:05.74 1:07.90 1:09.84 1:13.13 1:15.41 1:28.78

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

バタフライ 井上　裕規 吉田　真海

200m 新日鐵広畑 姫獨大職員

タイム決勝 3:02.29 3:13.00

個人メドレー 山本　浩路 今崎　陽司 成田　大輔 堀　　良介 田中　健吾 竹田　洋輔 伊藤　公一

200m 神戸製鋼 住友金属尼崎 兵庫県警 新日鐵広畑 高砂市役所 アクア 神戸市役所

タイム決勝 2:15.51 2:32.90 2:33.65 2:33.95 2:35.18 2:42.14 2:44.81

(大会新) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（一般男子）   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位

リレー 神戸市役所 兵庫県警 住友金属尼崎 アクア

400m 石丸　亮介 成田　大輔 高島　　進 澤田　俊文

タイム決勝 三枝　正平 藤本　能範 石躍　孝幸 小板橋祥哲

笠松　　学 楢原　健一 今崎　陽司 宇野　拓也

小松　康範 竹内　秀夫 安本　篤史 武田　考博

3:44.18 Fin. 4:07.33 Fin. 4:22.41 Fin. 4:52.93 Fin.

(大会新)

   55.91 1st.    59.00 1st.  1:10.05 1st.  1:19.10 1st.

メドレーリレー 神戸市役所 兵庫県警 アクア 住友金属尼崎

400m 小松　康範 楢原　健一 竹田　洋輔 今崎　陽司

タイム決勝 岡部　　豪 成田　大輔 矢倉　昌英 石躍　孝幸

笠松　　学 竹内　秀夫 小板橋祥哲 安本　篤史

石丸　亮介 藤本　能範 橋詰　直知 高島　　進

4:27.72 Fin. 4:31.04 Fin. 4:49.04 Fin. 4:53.66 Fin.

 1:08.55 1st.  1:07.25 1st.  1:19.36 1st.  1:13.22 1st.
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団   女子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位

自由形 鳥坪　則子 藤田　陽子 河原　あや 白井　志実 西脇　曜子

50m 兵庫県警 兵庫県警 神戸市役所 アクア 新日鐵広畑

タイム決勝 30.78 30.89 31.66 31.81 33.89

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

自由形 河原　あや

100m 神戸市役所

タイム決勝 1:12.96

(標 準)

自由形 西脇　曜子

200m 新日鐵広畑

タイム決勝 3:11.20

背泳ぎ 松野　　錦 藤川　幸子 岡本　あい

50m アクア 兵庫県警 アクア

タイム決勝 32.75 35.16 41.93

(大会新) (標 準)

平泳ぎ 香川　裕美 梁　　真理 政井　貴子

50m アクア ＨＹＴ 新日鐵広畑

タイム決勝 41.03 46.16 48.88

(標 準)

平泳ぎ 藤田　陽子 香川　裕美 梁　　真理

100m 兵庫県警 アクア ＨＹＴ

タイム決勝 1:31.37 1:32.12 1:45.33

バタフライ 鳥坪　則子 白井　志実 政井　貴子

50m 兵庫県警 アクア 新日鐵広畑

タイム決勝 35.37 37.38 39.22

(標 準)

個人メドレー 松野　　錦

200m アクア

タイム決勝 2:44.95

(標 準)
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（一般女子）   女子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位

リレー アクア

200m 松野　　錦

タイム決勝 岡本　あい

香川　裕美

白井　志実

2:13.96 Fin.

   29.97 1st.

メドレーリレー アクア

200m 岡本　あい

タイム決勝 香川　裕美

松野　　錦

白井　志実

2:27.31 Fin.

   42.04 1st.
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（３０才）   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 三枝　正平 笠松　　学 清水　啓貴 溝口　裕恒 藤田將太郎 原田建一郎 河上　忠司 福井　利明

50m 神戸市役所 神戸市役所 三菱電機 関西電力姫路 高砂市役所 兵庫県警 住友金属尼崎 新日鐵広畑

タイム決勝 25.55 26.08 26.49 26.70 26.91 27.09 27.28 28.85

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

自由形 小松　康範 伊東　貴士 松下　　敦 土居　佳史 嶋邨　和博 中村　順一

100m 神戸市役所 神戸市役所 三菱電機 三菱電機 アクア 関電・神戸

タイム決勝 55.55 1:00.83 1:05.72 1:07.35 1:08.50 1:10.93

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

背泳ぎ 清水　啓貴 河上　忠司 有田　達洋 笠松　　学 河内　行治 三宅浩太郎

50m 三菱電機 住友金属尼崎 神戸市役所 神戸市役所 関電・神戸 関電・神戸

タイム決勝 28.77 31.79 33.25 33.96 35.38 37.03

(大会新) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

平泳ぎ 萬代　　健 山内　康寛 佐野　重賢 岡部　　豪 高橋　孝充 阿部　浩二 岡田　　基

50m インター 三菱電機 アクア 神戸市役所 新日鐵広畑 神戸市役所 三菱電機

タイム決勝 31.64 31.87 33.88 35.24 35.54 35.57 41.13

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

平泳ぎ 萬代　　健 山内　康寛 岡部　　豪 広田　　修 香西　達哉

100m インター 三菱電機 神戸市役所 シスメックス 神戸市役所

タイム決勝 1:10.13 1:11.06 1:17.01 1:37.49 1:37.71

(標 準) (標 準) (標 準)

バタフライ 三枝　正平 高橋　伸武 原田建一郎 藤田將太郎 長谷川鉄也 早川　嘉久 小畑　克也 赤瀬　　慎

50m 神戸市役所 神戸市役所 兵庫県警 高砂市役所 新日鐵広畑 関電・神戸 新日鐵広畑 兵庫県警

タイム決勝 27.05 27.66 28.33 28.36 28.70 30.55 30.81 31.70

(大会新) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（４０才）   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 岡田　俊明 吉田　　悟 立田　　司 田端誠一郎 津川　正広 田口　浩幸 堀江　久雄 山本　　隆

50m 兵庫県警 新日鐵広畑 住友金属尼崎 シスメックス 住友金属尼崎 関電・神戸 新日鐵広畑 神戸市役所

タイム決勝 28.42 28.81 29.27 29.57 29.97 32.72 33.62 34.06

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

背泳ぎ 岩佐　敏行 前川　和男 村田　善紀

50m 神戸市役所 神戸市役所 関西電力姫路

タイム決勝 34.32 37.03 39.36

(標 準) (標 準) (標 準)

平泳ぎ 津川　正広 吉田　　悟 磯部　敦彦 金川　晃久 堀江　久雄 村田　善紀 石川  邦夫

50m 住友金属尼崎 新日鐵広畑 神戸市役所 シスメックス 新日鐵広畑 関西電力姫路 シスメックス

タイム決勝 34.06 34.93 37.33 40.40 40.69 40.98 42.35

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

バタフライ 岩佐　敏行 前川　和男 濃野　通博 田端誠一郎 立田　　司 田口　浩幸

50m 神戸市役所 神戸市役所 新日鐵広畑 シスメックス 住友金属尼崎 関電・神戸

タイム決勝 31.02 32.15 32.90 34.14 34.58 37.37

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（５０才）   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 中村　建一 常岡　靖文 竹中　司朗 井上　文夫 瓜生　　豊 奥橋　政輝 小川　武博 尾藤　博通

50m 住友金属尼崎 上野製薬 淡路市役所 新日鐵広畑 関電・神戸 神戸市役所 シスメックス シスメックス

タイム決勝 31.22 32.30 32.61 33.60 34.59 35.10 35.91 42.09

(標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

背泳ぎ 山本　末喜 松浦　敏夫 竹中　司朗 石井　良和 埴岡　健介 及川　　晟

50m 神戸市役所 新日鐵広畑 淡路市役所 淡路市役所 神戸市役所 新日鐵広畑

タイム決勝 35.27 38.64 39.94 45.62 46.08 48.33

(標 準) (標 準) (標 準)

平泳ぎ 常岡　靖文 前田　　治 出倉　政良 石川　良一 尾藤　博通

50m 上野製薬 神戸市役所 住友金属尼崎 兵庫県警 シスメックス

タイム決勝 35.67 36.13 39.37 42.18 42.91

(大会新) (標 準) (標 準) (標 準) (標 準)

バタフライ 中村　建一 滝元　良一 出倉　政良 瓜生　　豊 石井　良和

50m 住友金属尼崎 神戸市役所 住友金属尼崎 関電・神戸 淡路市役所

タイム決勝 31.61 33.14 37.83 45.53 46.49

(標 準) (標 準) (標 準)
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 第38回兵庫県実業団水泳競技大会                      実業団（年齢別）   男子成績一覧表 

 2007/07/01 ～ 2007/07/01

 会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター   学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位

リレー 神戸市役所 新日鐵広畑 三菱電機 住友金属尼崎 兵庫県警 関電・神戸

200m 香西　達哉 福井　利明 松下　　敦 河上　忠司 赤瀬　　慎 中村　順一

タイム決勝 阿部　浩二 長谷川鉄也 土居　佳史 津川　正広 小野  敏行 早川　嘉久

高橋　伸武 小畑　克也 岡田　　基 中村　建一 岡田　俊明 田口　浩幸

杉山　裕一 吉田　　悟 清水　啓貴 立田　　司 原田建一郎 河内　行治

1:46.33 Fin. 1:53.18 Fin. 1:54.06 Fin. 1:57.51 Fin. 1:57.98 Fin. 1:59.27 Fin.

   27.01 1st.    28.84 1st.    28.74 1st.    28.26 1st.    29.54 1st.    29.96 1st.

メドレーリレー 三菱電機 住友金属尼崎 神戸市役所 新日鐵広畑 関電・神戸 兵庫県警

200m 清水　啓貴 河上　忠司 伊藤　公一 小畑　克也 三宅浩太郎 原田建一郎

タイム決勝 山内　康寛 津川　正広 阿部　　徹 高橋　孝充 森　　雅文 森岡　身能

土居　佳史 中村　建一 高橋　伸武 長谷川鉄也 早川　嘉久 赤瀬　　慎

岡田　　基 立田　　司 有田　達洋 福井　利明 中村　順一 小野  敏行

2:06.32 Fin. 2:06.47 Fin. 2:10.34 Fin. 2:11.32 Fin. 2:18.82 Fin. 2:20.23 Fin.

   29.23 1st.    31.09 1st.    35.84 1st.    37.57 1st.    36.20 1st.    36.26 1st.
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