
第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28703
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱電機        
性別: 申込種目:

木全　孝明           ｷﾏﾀ ﾀｶｱｷ             一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般2 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

松下　　敦           ﾏﾂｼﾀ ｱﾂｼ             一般3 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般4 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

谷本　秀彦           ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ           一般5 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般6 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

山内　康寛           ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋﾛ            一般7 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

一般8 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

岡田　　基           ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ            一般9 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般10 男子 バタフライ  100m 実業団（３０

田中　宗親           ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ             一般11 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般12 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

フェリシャニクラ     ﾌｪﾘｼｬﾆ ｸﾗｳﾃﾞｨｵ       一般13 男子 平泳ぎ  100m 実業団

一般14 男子 平泳ぎ  200m 実業団

山下　祐右           ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ            一般15 男子 自由形  100m 実業団

一般16 男子 自由形  200m 実業団

桑原　翔太           ｸﾜﾊﾗ ｼｮｳﾀ            一般17 男子 自由形  100m 実業団
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28706
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾁｱﾏｷｮｳｲﾝ       
性別: 申込種目:

清水　一洋           ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ           一般1 男子 自由形   50m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28707
氏名: カナ: 学校:No.:

日鐵住金尼崎    
性別: 申込種目:

井上　昇昌           ｲﾉｳｴ ﾉﾘｱｷ            一般1 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０

津川　正広           ﾂｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ            一般2 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０

一般3 男子 バタフライ   50m 実業団（５０

立田　　司           ﾀﾂﾀ ﾂｶｻ              一般4 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般5 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

大塚　茂人           ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾄ            一般6 男子 自由形   50m 実業団（５０

上中　隆弘           ｳｴﾅｶ ﾀｶﾋﾛ            一般7 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

一般8 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

河上　忠司           ｶﾜｶﾐ ﾀﾀﾞｼ            一般9 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般10 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

高島　　進           ﾀｶｼﾏ ｽｽﾑ             一般11 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般12 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

今崎　陽司           ｲﾏｻｷ ﾀｶｼ             一般13 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０

一般14 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

秋葉　大介           ｱｷﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ           一般15 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般16 男子 自由形  100m 実業団（３０

安本　篤史           ﾔｽﾓﾄ ｱﾂｼ             一般17 男子 自由形  100m 実業団

一般18 男子 平泳ぎ  100m 実業団

真崎　智哉           ﾏｻｷ ﾄﾓﾔ              一般19 男子 自由形  100m 実業団
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28708
氏名: カナ: 学校:No.:

明石SS          
性別: 申込種目:

藤田　豊久           ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖﾋｻ            一般1 男子 バタフライ   50m 実業団（５０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28709
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鐡住金広畑  
性別: 申込種目:

松浦　敏夫           ﾏﾂｳﾗ ﾄｼｵ             一般1 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

濃野　通博           ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ             一般2 男子 バタフライ   50m 実業団（５０

堀江　久雄           ﾎﾘｴ ﾋｻｵ              一般3 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０

吉田　　悟           ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ             一般4 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般5 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

小畑　克也           ｵﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ             一般6 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

島畑　睦男           ｼﾏﾊﾀ ﾑﾂｵ             一般7 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

高橋　孝充           ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾐﾁ            一般8 男子 平泳ぎ   50m 実業団（３０

野村　洋人           ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ              一般9 男子 背泳ぎ  100m 実業団

一般10 男子 背泳ぎ  200m 実業団

杉端　迅人           ｽｷﾞﾊﾀ ﾊﾔﾄ            一般11 男子 自由形   50m 実業団（３０

井上　裕規           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ             一般12 男子 平泳ぎ  100m 実業団

一般13 男子 平泳ぎ  200m 実業団

藪口　敦生           ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾂｵ           一般14 男子 自由形  100m 実業団

一般15 男子 個人メドレー  200m 実業団

佐々木　美           ｻｻｷ ﾒｲ               一般16 男子 自由形  100m 実業団

一般17 男子 背泳ぎ  100m 実業団

金谷　曜子           ｶﾅﾔ ﾖｳｺ              一般18 女子 自由形   50m 実業団（３０

井上　幸子           ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ             一般19 女子 自由形   50m 実業団（３０

一般20 女子 バタフライ   50m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28711
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市役所      
性別: 申込種目:

奥橋　政輝           ｵｸﾊｼ ﾏｻｷ             一般1 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

滝元　良一           ﾀｷﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ           一般2 男子 バタフライ   50m 実業団（５０

後藤　　実           ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ             一般3 男子 バタフライ   50m 実業団（５０

山本　　隆           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ             一般4 男子 自由形   50m 実業団（５０

前川　和男           ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ            一般5 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般6 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

高橋　伸武           ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｹ           一般7 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

三枝　正平           ﾐｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ           一般8 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般9 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

小松　康範           ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ             一般10 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般11 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

伊東　貴司           ｲﾄｳ ﾀｶｼ              一般12 男子 平泳ぎ  200m 実業団

一般13 男子 個人メドレー  200m 実業団

石丸　亮介           ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ           一般14 男子 自由形   50m 実業団（３０

山本　浩路           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般15 男子 自由形  100m 実業団（３０

一般16 男子 平泳ぎ  100m 実業団（３０

井上　拓也           ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ             一般17 男子 自由形  100m 実業団

一般18 男子 自由形  200m 実業団

木村　賢太           ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ              一般19 男子 背泳ぎ  100m 実業団

中野　祐介           ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ             一般20 男子 自由形  100m 実業団

一般21 男子 平泳ぎ  100m 実業団

原田　良平           ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           一般22 男子 背泳ぎ  100m 実業団
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28713
氏名: カナ: 学校:No.:

MTPCｺｳﾍﾞ        
性別: 申込種目:

一色　佳高           ｲｯｼｷ ﾖｼﾀｶ            一般1 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般2 男子 バタフライ   50m 実業団（４０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28715
氏名: カナ: 学校:No.:

ライトアップ    
性別: 申込種目:

三木　則安           ﾐｷ ﾉﾘﾔｽ              一般1 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28719
氏名: カナ: 学校:No.:

新興刃物        
性別: 申込種目:

竹川　将則           ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０

一般2 男子 バタフライ   50m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28724
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県警        
性別: 申込種目:

岡田　俊明           ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ            一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

森岡　身能           ﾓﾘｵｶ ﾐﾖｼ             一般2 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般3 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０

堀井　昭彦           ﾎﾘｲ ｱｷﾋｺ             一般4 男子 自由形   50m 実業団（４０

竹内　秀夫           ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ            一般5 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般6 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０

木庭　和彦           ｷﾆﾜ ｶｽﾞﾋｺ            一般7 男子 自由形  100m 実業団

一般8 男子 自由形  200m 実業団

木下　悠也           ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ             一般9 男子 自由形  100m 実業団（３０

一般10 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

谷口　　渉           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ            一般11 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般12 男子 平泳ぎ   50m 実業団（３０

藤井　洋輔           ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ            一般13 男子 平泳ぎ   50m 実業団（３０

一般14 男子 平泳ぎ  100m 実業団（３０

成田　大輔           ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ            一般15 男子 自由形  100m 実業団（３０

一般16 男子 平泳ぎ  100m 実業団（３０

楢原　健一           ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ            一般17 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０

一般18 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

廣田　翔吾           ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ            一般19 男子 背泳ぎ  100m 実業団

和田かおり           ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ              一般20 女子 平泳ぎ   50m 実業団

一般21 女子 平泳ぎ  100m 実業団
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28736
氏名: カナ: 学校:No.:

アクア          
性別: 申込種目:

泉本　憲人           ｲｽﾞﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ           一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

金　　一波           ｷﾝ ｶｽﾞﾅﾐ             一般2 男子 自由形   50m 実業団（５０

栄　　正幸           ｻｶｴ ﾏｻﾕｷ             一般3 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

一般4 男子 個人メドレー  200m 実業団（４０

安場　文保           ﾔｽﾊﾞ ﾌﾐｵ             一般5 男子 自由形  400m 実業団

宮城　大樹           ﾐﾔｷﾞ ﾀｲｷ             一般6 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般7 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

宮本　政秀           ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ           一般8 男子 自由形   50m 実業団（４０

田坂　英郁           ﾀｻｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ            一般9 男子 平泳ぎ   50m 実業団（３０

矢倉　昌英           ﾔｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ           一般10 男子 自由形   50m 実業団（３０

竹山　駿平           ﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ          一般11 男子 平泳ぎ  100m 実業団

一般12 男子 平泳ぎ  200m 実業団

塩崎龍太郎           ｼｵｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ         一般13 男子 平泳ぎ  100m 実業団

森本　哲史           ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾌﾐ            一般14 男子 自由形  100m 実業団

一般15 男子 背泳ぎ  100m 実業団

金野　麻美           ｷﾝﾉ ｱｻﾐ              一般16 女子 個人メドレー  200m 実業団
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28737
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾀｹｺｰﾎﾟ          
性別: 申込種目:

竹中　司朗           ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ             一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般2 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

小田　将之           ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ             一般3 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般4 男子 自由形  100m 実業団（３０

竹中　太希           ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ             一般5 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般6 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28738
氏名: カナ: 学校:No.:

ＣＢ菅原店      
性別: 申込種目:

安永　周一           ﾔｽﾅｶﾞ ｼｭｳｲﾁ          一般1 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般2 男子 自由形  100m 実業団（３０

高田　博基           ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｷ             一般3 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般4 男子 自由形  100m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28749
氏名: カナ: 学校:No.:

高砂市役所      
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 自由形   50m 実業団（４０

一般2 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

田中　健吾           ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ             一般3 男子 自由形   50m 実業団（３０

一般4 男子 自由形  100m 実業団（３０
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第45回兵庫県実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28750
氏名: カナ: 学校:No.:

シスメックス    
性別: 申込種目:

関原　敏伸           ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ           一般1 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

一般2 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０

出町　隆史           ﾃﾞﾏﾁ ﾀｶｼ             一般3 男子 自由形   50m 実業団（５０

田端誠一郎           ﾀﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ          一般4 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般5 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

金川　晃久           ｶﾅｶﾞﾜ ﾐﾂﾋｻ           一般6 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

山田　洋見           ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ             一般7 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

一般8 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

稲垣　　淳           ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ           一般9 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般10 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

小田　哲也           ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ              一般11 男子 自由形  100m 実業団（３０

一般12 男子 平泳ぎ  100m 実業団（３０
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28751
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振    
性別: 申込種目:

松永　伸雅           ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ          一般1 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

坂根　　徹           ｻｶﾈ ﾄｵﾙ              一般2 男子 背泳ぎ   50m 実業団（３０

関口　　歩           ｾｷｸﾞﾁ ｱﾕﾑ            一般3 男子 自由形   50m 実業団（３０

太田　圭美           ｵｵﾀ ﾖｼﾐ              一般4 女子 平泳ぎ   50m 実業団

一般5 女子 平泳ぎ  100m 実業団

後藤　沙莉           ｺﾞﾄｳ ｻﾘ              一般6 女子 自由形   50m 実業団

一般7 女子 自由形  100m 実業団

山口　　楓           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ           一般8 女子 平泳ぎ   50m 実業団

土井絵美子           ﾄﾞｲ ｴﾐｺ              一般9 女子 背泳ぎ   50m 実業団
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28766
氏名: カナ: 学校:No.:

大和軌道製造    
性別: 申込種目:

尾塩　温史           ｵｼｵ ｱﾂｼ              一般1 男子 自由形  200m 実業団

一般2 男子 バタフライ  100m 実業団
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28767
氏名: カナ: 学校:No.:

関西電力姫路    
性別: 申込種目:

村田　善紀           ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ             一般1 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

一般2 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０
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28773
氏名: カナ: 学校:No.:

関電・神戸      
性別: 申込種目:

瓜生　　豊           ｳﾘｳ ﾕﾀｶ              一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

田口　浩幸           ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ            一般2 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般3 男子 背泳ぎ   50m 実業団（５０

三宅浩太郎           ﾐﾔｹ ｺｳﾀﾛｳ            一般4 男子 背泳ぎ   50m 実業団（４０

一般5 男子 平泳ぎ   50m 実業団（４０

河内　行治           ｶﾜﾁ ｺｳｼﾞ             一般6 男子 自由形   50m 実業団（４０

中村　順一           ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ          一般7 男子 自由形   50m 実業団（４０

一般8 男子 バタフライ   50m 実業団（４０

早川　嘉久           ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋｻ            一般9 男子 バタフライ   50m 実業団（３０

八尾　優範           ﾔｵ ﾏｻﾉﾘ              一般10 男子 自由形   50m 実業団（３０

尾島　　稔           ｵｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ             一般11 男子 自由形   50m 実業団（３０

島　　大貴           ｼﾏ ﾀﾞｲｷ              一般12 男子 自由形  100m 実業団

一般13 男子 自由形  200m 実業団
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28783
氏名: カナ: 学校:No.:

アシックス商事  
性別: 申込種目:

大場　翔大           ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ          一般1 男子 背泳ぎ  200m 実業団

一般2 男子 バタフライ  100m 実業団
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28798
氏名: カナ: 学校:No.:

上野製薬        
性別: 申込種目:

常岡　靖文           ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ            一般1 男子 自由形   50m 実業団（５０

一般2 男子 平泳ぎ   50m 実業団（５０
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