
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

白石　広幸            ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ               三菱電機 一般1 28703

松下　　敦            ﾏﾂｼﾀ ｱﾂｼ                三菱電機 一般2 28703

岡田　　基            ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ               三菱電機 一般3 28703

田中　宗親            ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ                三菱電機 一般4 28703

山下　裕右            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ               三菱電機 一般5 28703

浅野　佑治            ｱｻﾉ ﾕｳｼﾞ                三菱電機 一般6 28703

野口　直也            ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ                三菱電機 一般7 28703

木全　孝明            ｷﾏﾀ ﾀｶｱｷ                三菱電機 一般8 28703

清水　一洋            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ              兵庫県教員Ｔ 一般9 28706

石灘　拓己            ｲｼﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ               日本製鉄広畑 一般10 28709

大原　佑弥            ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾔ                日本製鉄広畑 一般11 28709

前川　和男            ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ               神戸市役所 一般12 28711

竹内　悠太            ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ                神戸市役所 一般13 28711

高橋　伸武            ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｹ              神戸市役所 一般14 28711

木村　賢太            ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ                 神戸市役所 一般15 28711

熊　　涼慈            ｸﾏ ﾘｮｳｼﾞ                日本触媒 一般16 28722

佐藤　大典            ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ                日本触媒 一般17 28722

中本　宗志            ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ               兵庫県警 一般18 28724

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               兵庫県警 一般19 28724

木下　悠也            ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ                兵庫県警 一般20 28724

谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               兵庫県警 一般21 28724

成田　大輔            ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ               兵庫県警 一般22 28724

羽渕　大輔            ﾊﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ              兵庫県警 一般23 28724

藤本　昴大            ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ             兵庫県警 一般24 28724

加藤　嘉一            ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ               ノーリツ 一般25 28743

村田　善紀            ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ                関西電力姫路 一般26 28767

中島　康裕            ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ              関西電力神戸 一般27 28773

河内　行治            ｶﾜﾁ ｺｳｼﾞ                関西電力神戸 一般28 28773

島　　大貴            ｼﾏ ﾀﾞｲｷ                 関西電力神戸 一般29 28773

中村　順一            ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ             関西電力神戸 一般30 28773

尾島　　稔            ｵｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ                関西電力神戸 一般31 28773

衣笠　正晃            ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻｱｷ              各駅停車ＳＣ 一般32 28902

橋本　貴幸            ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ               ｺﾝﾍﾞｯｸｽ 一般33 28911

和田　健太            ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 一般34 28931
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男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

浅野　佑治            ｱｻﾉ ﾕｳｼﾞ                三菱電機 一般1 28703

岡田　　基            ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ               三菱電機 一般2 28703

木全　孝明            ｷﾏﾀ ﾀｶｱｷ                三菱電機 一般3 28703

樋笠　来輝            ﾋｶﾞｻ ﾗｲｷ                日本製鉄広畑 一般4 28709

石灘　拓己            ｲｼﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ               日本製鉄広畑 一般5 28709

石丸　亮介            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ              神戸市役所 一般6 28711

高橋　伸武            ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｹ              神戸市役所 一般7 28711

佐藤　大典            ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ                日本触媒 一般8 28722

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               兵庫県警 一般9 28724

木下　悠也            ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ                兵庫県警 一般10 28724

谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               兵庫県警 一般11 28724

成田　大輔            ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ               兵庫県警 一般12 28724

藤本　昴大            ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ             兵庫県警 一般13 28724

奥見光太郎            ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ               兵庫県警 一般14 28724

中本　宗志            ﾅｶﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ               兵庫県警 一般15 28724

増田凌太郎            ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             兵庫県警 一般16 28724

馬場　俊貴            ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼｷ                関西電力神戸 一般17 28773

島　　大貴            ｼﾏ ﾀﾞｲｷ                 関西電力神戸 一般18 28773

衣笠　正晃            ｷﾇｶﾞｻ ﾏｻｱｷ              各駅停車ＳＣ 一般19 28902

和田　健太            ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 一般20 28931
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男子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

松井　裕也            ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ                 三菱電機 一般1 28703

日永　大貴            ﾋﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ               日本製鉄広畑 一般2 28709

山本　浩路            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               神戸市役所 一般3 28711

石丸　亮介            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ              神戸市役所 一般4 28711

林　　聖大            ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ                兵庫県警 一般5 28724

増田凌太郎            ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             兵庫県警 一般6 28724

古橋　賢悟            ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ               各駅停車ＳＣ 一般7 28902
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

藪口　敦生            ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾂｵ              日本製鉄広畑 一般1 28709

野中　颯太            ﾉﾅｶ ｿｳﾀ                 兵庫県警 一般2 28724

廣田　翔吾            ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ               兵庫県警 一般3 28724

三宅浩太郎            ﾐﾔｹ ｺｳﾀﾛｳ               関西電力神戸 一般4 28773

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                各駅停車ＳＣ 一般5 28902
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男子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

藪口　敦生            ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾂｵ              日本製鉄広畑 一般1 28709

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                各駅停車ＳＣ 一般2 28902

5/13 ページ2019年5月27日 7:44:36



男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

池松　　寛            ｲｹﾏﾂ ﾋﾛｼ                三菱電機 一般1 28703

須藤　祥稔            ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ               三菱電機 一般2 28703

堀江　久雄            ﾎﾘｴ ﾋｻｵ                 日本製鉄広畑 一般3 28709

北村　拓哉            ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ                日本製鉄広畑 一般4 28709

大西　純平            ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            神戸市役所 一般5 28711

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               兵庫県警 一般6 28724

高嶋　直人            ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾄ                兵庫県警 一般7 28724

豊留　新平            ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ             ノーリツ 一般8 28743

加藤　嘉一            ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ               ノーリツ 一般9 28743

常岡　靖文            ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ               ニットー 一般10 28798

西桶友一朗            ﾆｼｵｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ             淡路水協 一般11 28894
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男子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

山下　裕右            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ               三菱電機 一般1 28703

池松　　寛            ｲｹﾏﾂ ﾋﾛｼ                三菱電機 一般2 28703

高嶋　直人            ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾄ                兵庫県警 一般3 28724

豊留　新平            ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ             ノーリツ 一般4 28743
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男子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

松井　裕也            ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ                 三菱電機 一般1 28703

矢田　五郎            ﾔﾀﾞ ｺﾞﾛｳ                日本製鉄広畑 一般2 28709

山本　浩路            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               神戸市役所 一般3 28711

池田　達彦            ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ               日本触媒 一般4 28722

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               兵庫県警 一般5 28724

奥見光太郎            ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ               兵庫県警 一般6 28724
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

須藤　祥稔            ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ               三菱電機 一般1 28703

日永　大貴            ﾋﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ               日本製鉄広畑 一般2 28709

北村　拓哉            ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ                日本製鉄広畑 一般3 28709

大西　純平            ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            神戸市役所 一般4 28711

原田　良平            ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              神戸市役所 一般5 28711

野中　颯太            ﾉﾅｶ ｿｳﾀ                 兵庫県警 一般6 28724

林　　聖大            ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ                兵庫県警 一般7 28724
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女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

木村　星香            ｷﾑﾗ ｾｲｶ                 神戸市役所 一般1 28711
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女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

木村　星香            ｷﾑﾗ ｾｲｶ                 神戸市役所 一般1 28711
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女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

本岡　未歩            ﾓﾄｵｶ ﾐﾎ                 兵庫県教員Ｔ 一般1 28706

前田　由衣            ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ                 ｺﾝﾍﾞｯｸｽ 一般2 28911
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女子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県社会人選手権水泳競技大会

本岡　未歩            ﾓﾄｵｶ ﾐﾎ                 兵庫県教員Ｔ 一般1 28706
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