
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

佐保　光祐            ｻﾎ ｺｳｽｹ                 ANA             一般1 13768

岡田　兼男            ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ                ＪＳＳ三木      一般2 28810

笠置　晃宏            ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ               イトマン神戸    一般3 28815

鶴間　大地            ﾂﾙﾏ ﾀﾞｲﾁ                コナミ西宮      一般4 28824

人見　宏一            ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ                コナミ明石      一般5 28825

宮垣　昌明            ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ              ＳＵＮ姫路      一般6 28848

近藤　貴裕            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ              個人 一般7 2899Z

中村　真煕            ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ                個人 一般8 2899Z

花房　　健            ﾊﾅﾌｻ ｹﾝ                 個人 一般9 2899Z

平間　裕之            ﾍｲﾏ ﾋﾛﾕｷ                個人 一般10 2899Z

小柳　　裕            ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾀｶ               個人 一般11 2899Z

阪本清一郎            ｻｶﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ             ＭＫＴＶ        一般12 28Z05

八木乃恵留            ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ                 S・パティオ     一般13 28Z07

永山　岳司            ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ               Ｓｆｉｄａ      一般14 28Z09

中原　健二            ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ               Ｓｆｉｄａ      一般15 28Z09

松本　成裕            ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ              teamかつめし    一般16 28Z11

今川　竣平            ｲﾏｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ            teamかつめし    一般17 28Z11

水島　一輝            ﾐｽﾞｼﾏ ｲﾂｷ               TOY BOX         一般18 28Z12

齋藤　忠昭            ｻｲﾄｳ  ﾀﾀﾞｱｷ             ｱｸﾄｽ藤原台      一般19 28Z14

石丸　尚之            ｲｼﾏﾙ ﾋｻﾕｷ               アクトス明石    一般20 28Z15

鈴木　　稔            ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ                アクトス明石    一般21 28Z15

坂井　忠史            ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ                アクトス明石    一般22 28Z15

宮澤　宏康            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ              あるてんＳＴ    一般23 28Z16

藤原　秀俊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ             あるてんＳＴ    一般24 28Z16

谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               いるかクラブ    一般25 28Z18

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               いるかクラブ    一般26 28Z18

花井　宏祐            ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ                いるかクラブ    一般27 28Z18

岡田　俊明            ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ               いるかクラブ    一般28 28Z18

成田　大輔            ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ               いるかクラブ    一般29 28Z18

伊藤　大地            ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ                コナミ三田      一般30 28Z21

相木　貴行            ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ                ﾁｰﾑあいあい     一般31 28Z30

衣川　哲司            ｷﾇｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ              ﾁｰﾑあいあい     一般32 28Z30

清水　隆雅            ｼﾐｽﾞ   ﾘｭｳｶﾞ            トヨタ神戸校    高専（3）33 28Z31

木村　雄大            ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ               トヨタ神戸校    高専（4）34 28Z31

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ 各駅停車SC      大学（1）35 28Z34

熊田　裕斗            ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ                各駅停車SC      大学（1）36 28Z34

村本　暁彦            ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾋｺ               楽泳会          一般37 28Z35

三浦　靖彦            ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ                広畑とびうお    一般38 28Z37

大出　正廣            ｵｵﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ               神戸北町Vivo    一般39 28Z38

打田　和也            ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               神鉄ＳＳ        一般40 28Z40

西岡　久雄            ﾆｼｵｶ ﾋｻｵ                淡路ＭＳＣ      一般41 28Z42

木戸　成和            ｷﾄﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ              淡路ＭＳＣ      一般42 28Z42

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                淡路ＭＳＣ      一般43 28Z42

原田　雅隆            ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               淡路ＭＳＣ      一般44 28Z42

高林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ             淡路ＭＳＣ      一般45 28Z42

堀　　敦寛            ﾎﾘ ｱﾂﾋﾛ                 尼崎水泳部      一般46 28Z45

Marco Pellegrini Marco Pellegrini TIT 一般47 28Z50

David Paul Johnson David Paul Johnson TIT 一般48 28Z50

Keren Miers Keren Miers TIT 一般49 28Z50
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男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

上田　剛史            ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ                流通科学大学    大学（2）50 50062

常田　真志            ﾄｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ               流通科学大学    大学（4）51 50062

平井　隆裕            ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ                流通科学大学    大学（4）52 50062

五位野龍輝            ｺﾞｲﾉ ﾘｭｳｷ               流通科学大学    大学（1）53 50062

能島　壮汰 ﾉｳｼﾞﾏ ｿｳﾀ               流通科学大学    大学（2）54 50062
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男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

佐保　光祐            ｻﾎ ｺｳｽｹ                 ANA             一般1 13768

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 ペルマナント    一般2 28745

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               ペルマナント    一般3 28745

岡田　兼男            ｵｶﾀﾞ ｶﾈｵ                ＪＳＳ三木      一般4 28810

林　　大樹            ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ                 イトマン神戸    一般5 28815

吉村　元明            ﾖｼﾑﾗ ﾓﾄｱｷ               コナミ西宮      一般6 28824

古川　哲也            ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ                個人 一般7 2899Z

矢坂　和広            ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ               個人 一般8 2899Z

中村　真煕            ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ                個人 一般9 2899Z

松下　広嗣            ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ               Ｓｆｉｄａ      一般10 28Z09

伊藤　拓海            ｲﾄｳ ﾀｸﾐ                 TOY BOX         一般11 28Z12

谷戸　圭佑            ﾔﾄ ｹｲｽｹ                 TOY BOX         一般12 28Z12

新山　真一            ﾆｲﾔﾏ ｼﾝｲﾁ               TOY BOX         一般13 28Z12

齋藤　忠昭            ｻｲﾄｳ  ﾀﾀﾞｱｷ             ｱｸﾄｽ藤原台      一般14 28Z14

今村　　徹            ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ                アクトス明石    一般15 28Z15

鈴木　　稔            ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ                アクトス明石    一般16 28Z15

宮田　光徳            ﾐﾔﾀ ﾐﾂﾉﾘ                あるてんＳＴ    一般17 28Z16

谷口　　渉            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ               いるかクラブ    一般18 28Z18

竹内　秀夫            ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ               いるかクラブ    一般19 28Z18

成田　大輔            ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ               いるかクラブ    一般20 28Z18

三木　進平            ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ                いるかクラブ    一般21 28Z18

林　　英権            ﾊﾔｼ ｴｲｹﾝ                かるがもＣ      一般22 28Z19

窪田　　博            ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ                コナミ三田      一般23 28Z21

村上　　誠            ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ                コナミ三田      一般24 28Z21

吉田　直斗            ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ                コナミ神戸      一般25 28Z22

藤澤　　誠            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ               ｺﾅﾐ東加古川     一般26 28Z25

山本　浩路            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               コナミ本山南    一般27 28Z26

福永　年秋            ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ              シーマスター    一般28 28Z28

髙野　厚志            ﾀｶﾉ ｱﾂｼ                 スモスコ相生    一般29 28Z29

相木　貴行            ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ                ﾁｰﾑあいあい     一般30 28Z30

清水　隆雅            ｼﾐｽﾞ   ﾘｭｳｶﾞ            トヨタ神戸校    高専（3）31 28Z31

岩田　悠雅            ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ                トヨタ神戸校    高専（1）32 28Z31

古橋　賢悟            ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ               各駅停車SC      一般33 28Z34

大谷　圭翼            ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ               各駅停車SC      高専（1）34 28Z34

室井　雄達            ﾑﾛｲ ﾕｳﾀﾂ                各駅停車SC      一般35 28Z34

真鍋　朗音            ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ                各駅停車SC      大学（1）36 28Z34

山本　　亨            ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ                各駅停車SC      一般37 28Z34

三浦　靖彦            ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ                広畑とびうお    一般38 28Z37

打田　和也            ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               神鉄ＳＳ        一般39 28Z40

高林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ             淡路ＭＳＣ      一般40 28Z42

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                淡路ＭＳＣ      一般41 28Z42

原田　雅隆            ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               淡路ＭＳＣ      一般42 28Z42

Marco Pellegrini Marco Pellegrini TIT 一般43 28Z50

David Paul Johnson David Paul Johnson TIT 一般44 28Z50

Keren Miers Keren Miers TIT 一般45 28Z50
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男子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

佐々木輝昭            ｻｻｷ ﾃﾙｱｷ                コナミ西宮      一般1 28824

山本　末喜            ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ                コナミ明石      一般2 28825

増子　圭佑            ﾏｼｺ ｹｲｽｹ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般3 28835

山﨑　眞一            ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ               ＳＵＮ姫路      一般4 28848

渡邉　　淳            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ              ＳＵＮ姫路      一般5 28848

山本　勇斗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ                B＆G猪名川      一般6 28931

林　　正勝            ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ                コナミ大久保    一般7 28939

岡本　拓巳            ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ                神水協          一般8 28940

山本　和彦            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ              個人 一般9 2899Z

和田　光男            ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ                 AMANOGAWA       一般10 28Z01

永山　岳司            ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ               Ｓｆｉｄａ      一般11 28Z09

中野　泰貴            ﾅｶﾉ ﾀｲｷ                 TOY BOX         一般12 28Z12

堀江　祐三            ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ               アクトス神戸    一般13 28Z13

藤原　　了            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ               アクトス神戸    一般14 28Z13

福島　　豊            ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ                コナミ三宮      一般15 28Z20

平野　雅俊            ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ                コナミ三田      一般16 28Z21

窪田　　博            ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ                コナミ三田      一般17 28Z21

井出　大輔            ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ               ﾁｰﾑあいあい     一般18 28Z30

名定　啓介            ﾅｻﾀﾞ ｹｲｽｹ               清流会          一般19 28Z41

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ＭＳＣ      一般20 28Z42

石井　良和            ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ               淡路ＭＳＣ      一般21 28Z42

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ＭＳＣ      一般22 28Z42
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮      大学（4）1 28824

佐々木輝昭            ｻｻｷ ﾃﾙｱｷ                コナミ西宮      一般2 28824

山本　末喜            ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ                コナミ明石      一般3 28825

山﨑　眞一            ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ               ＳＵＮ姫路      一般4 28848

林　　正勝            ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ                コナミ大久保    一般5 28939

岡本　拓巳            ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ                神水協          一般6 28940

山本　和彦            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ              個人 一般7 2899Z

和田　光男            ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ                 AMANOGAWA       一般8 28Z01

福島　　豊            ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ                コナミ三宮      一般9 28Z20

横山　雅典            ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ               コナミ三宮      一般10 28Z20

村上　　誠            ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ                コナミ三田      一般11 28Z21

髙野　厚志            ﾀｶﾉ ｱﾂｼ                 スモスコ相生    一般12 28Z29

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ＭＳＣ      一般13 28Z42

石井　良和            ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ               淡路ＭＳＣ      一般14 28Z42

David Paul Johnson David Paul Johnson TIT 一般15 28Z50
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

寺口　　満            ﾃﾗｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ               SD              一般1 28718

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               ペルマナント    一般2 28745

笠置　晃宏            ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ               イトマン神戸    一般3 28815

渡辺　達也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ               コナミ明石      一般4 28825

加藤　嘉一            ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ               コナミ大久保    一般5 28939

皆越　　亮            ﾐﾅｺｼ ﾘｮｳ                神水協          一般6 28940

吉岡　武大            ﾖｼｵｶ ﾀｹﾋﾛ               神水協          一般7 28940

加藤泰一郎            ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁﾛｳ              個人 一般8 2899Z

岡部　克則            ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ               個人 一般9 2899Z

正森　寛隆            ﾏｻﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ               個人 一般10 2899Z

増﨑　敏文            ﾏｽｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ              ＮＳＩパール    一般11 28Z06

髙森　俊輔            ﾀｶﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ              S・パティオ     一般12 28Z07

藤本　武嗣            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ               Ｓｆｉｄａ      一般13 28Z09

松下　広嗣            ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ               Ｓｆｉｄａ      一般14 28Z09

松本　成裕            ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ              teamかつめし    一般15 28Z11

今村　　徹            ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ                アクトス明石    一般16 28Z15

花井　宏祐            ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ                いるかクラブ    一般17 28Z18

安藤　昌樹            ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ               ｺﾅﾐ東加古川     一般18 28Z25

吉田　　悟            ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ                シーマスター    一般19 28Z28

矢野　貴嗣            ﾔﾉ ﾀｶﾂｸﾞ                スモスコ相生    一般20 28Z29

小田村利彦            ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ              ﾁｰﾑあいあい     一般21 28Z30

秋山　耕蔵            ｱｷﾔﾏ ｺｳｿﾞｳ              ﾁｰﾑあいあい     一般22 28Z30

木村　雄大            ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ               トヨタ神戸校    高専（4）23 28Z31

住吉　　淳            ｽﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝ               トヨタ神戸校    高専（4）24 28Z31

北井　優輝            ｷﾀｲ ﾕｳｷ                 トヨタ神戸校    高専（4）25 28Z31

田中　　真            ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ                 神鉄ＳＳ        一般26 28Z40

常岡　靖文            ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ               清流会          一般27 28Z41

木戸　成和            ｷﾄﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ              淡路ＭＳＣ      一般28 28Z42

土居　宏次            ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ                淡路ＭＳＣ      一般29 28Z42

山本健一郎            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ             菱川工務店      一般30 28Z46

小谷　竜士            ｺﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ               本山ＳＳ        大学（3）31 28Z48
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男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

小田　哲也            ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ                 イトマン神戸    一般1 28815

渡辺　達也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ               コナミ明石      一般2 28825

加藤　嘉一            ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ               コナミ大久保    一般3 28939

皆越　　亮            ﾐﾅｺｼ ﾘｮｳ                神水協          一般4 28940

吉岡　武大            ﾖｼｵｶ ﾀｹﾋﾛ               神水協          一般5 28940

岡部　克則            ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ               個人 一般6 2899Z

加藤泰一郎            ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁﾛｳ              個人 一般7 2899Z

藤本　武嗣            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ               Ｓｆｉｄａ      一般8 28Z09

阪井　一郎            ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ                アクトス神戸    一般9 28Z13

楠本　昌平            ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ              コナミ三宮      一般10 28Z20

稲垣　　博            ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ               コナミ三宮      一般11 28Z20

福永　年秋            ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ              シーマスター    一般12 28Z28

矢野　貴嗣            ﾔﾉ ﾀｶﾂｸﾞ                スモスコ相生    一般13 28Z29

小田村利彦            ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ              ﾁｰﾑあいあい     一般14 28Z30

冨谷　海人            ﾄﾐﾀﾆ ｶｲﾄ                各駅停車SC      一般15 28Z34

常岡　靖文            ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ               清流会          一般16 28Z41

吉住　和幸            ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             淡路ＭＳＣ      一般17 28Z42

小谷　竜士            ｺﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ               本山ＳＳ        大学（3）18 28Z48
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男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

寺口　　満            ﾃﾗｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ               SD              一般1 28718

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 ペルマナント    一般2 28745

近藤　貴裕            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ              個人 一般3 2899Z

古川　哲也            ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ                個人 一般4 2899Z

金光　康祐            ｶﾈﾐﾂ ｺｳｽｹ               ＭＫＴＶ        一般5 28Z05

金光　啓祐            ｶﾈﾐﾂ ｹｲｽｹ               ＭＫＴＶ        一般6 28Z05

今川　竣平            ｲﾏｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ            teamかつめし    一般7 28Z11

田中　秀幸            ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ               TOY BOX         一般8 28Z12

谷戸　圭佑            ﾔﾄ ｹｲｽｹ                 TOY BOX         一般9 28Z12

飯田　隆彦            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ               アクトス明石    一般10 28Z15

奥村　幸博            ｵｸﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ               アクトス明石    一般11 28Z15

石丸　尚之            ｲｼﾏﾙ ﾋｻﾕｷ               アクトス明石    一般12 28Z15

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               いるかクラブ    一般13 28Z18

玉置　哲明            ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ               シーマスター    一般14 28Z28

岩田　悠雅            ｲﾜﾀ ﾕｳｶﾞ                トヨタ神戸校    高専（1）15 28Z31

北井　優輝            ｷﾀｲ ﾕｳｷ                 トヨタ神戸校    高専（4）16 28Z31

大谷　圭翼            ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ               各駅停車SC      高専（1）17 28Z34

臼井　哲也            ｳｽｲ ﾃﾂﾔ                 神鉄ＳＳ        一般18 28Z40

竹川　将則            ﾀｹｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ              淡路ＭＳＣ      一般19 28Z42

吉住　和幸            ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             淡路ＭＳＣ      一般20 28Z42

迫田　　敏            ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ                尼崎水泳部      一般21 28Z45

山本健一郎            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ             菱川工務店      一般22 28Z46

平井　隆裕            ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ                流通科学大学    大学（4）23 50062
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男子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

西山浩太郎            ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ              イトマン神戸    一般1 28815

岡本　吉民            ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾀﾐ               コナミ明石      一般2 28825

野田　海渡            ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振    大学（5）3 28865

番園　雅矢            ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ              尼崎市スポ振    一般4 28865

野村　和興            ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵｷ               Ｓｆｉｄａ      一般5 28Z09

田中　秀幸            ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ               TOY BOX         一般6 28Z12

出本　則幸            ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ               ｱｸﾄｽ藤原台      一般7 28Z14

飯田　隆彦            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ               アクトス明石    一般8 28Z15

伊藤　大地            ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ                コナミ三田      一般9 28Z21

藤澤　　誠            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ               ｺﾅﾐ東加古川     一般10 28Z25

村本　暁彦            ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾋｺ               楽泳会          一般11 28Z35

迫田　　敏            ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ                尼崎水泳部      一般12 28Z45
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

小田　哲也            ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ                 イトマン神戸    一般1 28815

吉村　元明            ﾖｼﾑﾗ ﾓﾄｱｷ               コナミ西宮      一般2 28824

吉岡　琢磨            ﾖｼｵｶ ﾀｸﾏ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般3 28835

宮垣　昌明            ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ              ＳＵＮ姫路      一般4 28848

渡邉　　淳            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ              ＳＵＮ姫路      一般5 28848

矢坂　和広            ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ               個人 一般6 2899Z

阪井　一郎            ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ                アクトス神戸    一般7 28Z13

出本　則幸            ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ               ｱｸﾄｽ藤原台      一般8 28Z14

衣笠　　隆            ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ               あるてんＳＴ    一般9 28Z16

三木　進平            ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ                いるかクラブ    一般10 28Z18

楠本　昌平            ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ              コナミ三宮      一般11 28Z20

横山　雅典            ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ               コナミ三宮      一般12 28Z20

平野　雅俊            ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ                コナミ三田      一般13 28Z21

安藤　昌樹            ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ               ｺﾅﾐ東加古川     一般14 28Z25

田中　　真            ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ                 神鉄ＳＳ        一般15 28Z40

臼井　哲也            ｳｽｲ ﾃﾂﾔ                 神鉄ＳＳ        一般16 28Z40

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ＭＳＣ      一般17 28Z42

竹川　将則            ﾀｹｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ              淡路ＭＳＣ      一般18 28Z42

Marco Pellegrini Marco Pellegrini TIT 一般19 28Z50
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女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

辻本　道子            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ               イトマン神戸    一般1 28815

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮      一般2 28824

植田　治美            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般3 28835

中薮　妙子            ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ               尼崎市スポ振    一般4 28865

佐藤　和子            ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ                尼崎市スポ振    一般5 28865

則定加津子            ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ              個人 一般6 2899Z

金久　　薫            ｶﾈﾋｻ ｶｵﾙ                AMANOGAWA       一般7 28Z01

佐藤　令子            ｻﾄｳ ﾚｲｺ                 AMANOGAWA       一般8 28Z01

中西　麻紀            ﾅｶﾆｼ ﾏｷ                 AMANOGAWA       一般9 28Z01

北岡　香織            ｷﾀｵｶ ｶｵﾘ                AMANOGAWA       一般10 28Z01

木村　頼美            ｷﾑﾗ ﾗｲﾐ                 AMANOGAWA       一般11 28Z01

杉山きよみ            ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ               AMANOGAWA       一般12 28Z01

松崎　純子            ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ             ＮＳＩパール    一般13 28Z06

國島　　愛            ｸﾆｼﾏ ｱｲ                 ＮＳＩパール    一般14 28Z06

尾波　淳子            ｵﾅﾐ ｼﾞｭﾝｺ               S・パティオ     一般15 28Z07

山本　明子            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ                S・パティオ     一般16 28Z07

渡邊　里子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ               teamかつめし    一般17 28Z11

杉谷　愛美            ｽｷﾞﾀﾆ ｱｲﾐ               アクトス明石    一般18 28Z15

神田　久美            ｶﾝﾀﾞ ｸﾐ                 あるてんＳＴ    一般19 28Z16

藤原　光里            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ               コナミ三宮      一般20 28Z20

岳野久仁子            ﾀｹﾉ ｸﾆｺ                 コナミ三宮      一般21 28Z20

好井　優子            ﾖｼｲ ﾕｳｺ                 コナミ三宮      一般22 28Z20

岩本　洋子            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ                コナミ神戸      一般23 28Z22

湯谷　公美            ﾕﾀﾆ ｸﾐ                  ﾁｰﾑあいあい     一般24 28Z30

中村久美子            ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ                ﾁｰﾑあいあい     一般25 28Z30

古川清代美            ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾐ                ﾁｰﾑあいあい     一般26 28Z30

東條　汐音            ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｵﾝ              トヨタ神戸校    高専（2）27 28Z31

小南　京子            ｺﾐﾅﾐ ｷｮｳｺ               各駅停車SC      一般28 28Z34

塩川阿弥美            ｼｵｶﾜ ｱﾔﾐ                各駅停車SC      一般29 28Z34

鈴　香代子            ｽｽﾞ ｶﾖｺ                 楽泳会          一般30 28Z35

柴田久美子            ｼﾊﾞﾀ ｸﾐｺ                神戸北町Vivo    一般31 28Z38

山口　静子            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ              神戸北町Vivo    一般32 28Z38

吉田　倶子            ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ                神戸北町Vivo    一般33 28Z38

松島　千草            ﾏﾂｼﾏ ﾁｸﾞｻ               神鉄ＳＳ        一般34 28Z40

北海　桃佳            ｷﾀﾐ ﾓﾓｶ                 淡路ＭＳＣ      一般35 28Z42

藤井　智子            ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ                本山ＳＳ        一般36 28Z48

伊藤　彩乃            ｲﾄｳ ｱﾔﾉ                 流通科学大学    大学（2）37 50062
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女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

瀬角　英子 ｾｽﾐ ｴｲｺ 個人 一般1 2899Z

植田　明代            ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ                個人 一般2 2899Z

杉谷　愛美            ｽｷﾞﾀﾆ ｱｲﾐ               アクトス明石    一般3 28Z15

林　　桃子            ﾊﾔｼ ﾓﾓｺ                 あるてんＳＴ    一般4 28Z16

岩本　洋子            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ                コナミ神戸      一般5 28Z22

湯谷　公美            ﾕﾀﾆ ｸﾐ                  ﾁｰﾑあいあい     一般6 28Z30

久斗　奈々            ﾋｻﾄ ﾅﾅ                  各駅停車SC      高専（1）7 28Z34

古賀　千尋            ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ                 各駅停車SC      一般8 28Z34

鈴　香代子            ｽｽﾞ ｶﾖｺ                 楽泳会          一般9 28Z35

吉田　倶子            ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ                神戸北町Vivo    一般10 28Z38

梅木美紀子            ｳﾒｷ ﾐｷｺ                 神鉄ＳＳ        一般11 28Z40

山下　昭子            ﾔﾏｼﾀ ｱｷｺ                本山ＳＳ        一般12 28Z48
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女子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

岡田　好子            ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ                ＪＳＳ三木      一般1 28810

上園　住江            ｳｴｿﾞﾉ ｽﾐｴ               イトマン神戸    一般2 28815

植田　治美            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般3 28835

佐藤　和子            ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ                尼崎市スポ振    一般4 28865

植田　明代            ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ                個人 一般5 2899Z

勝見　英里            ｶﾂﾐ ｴﾘ                  ＭＫＴＶ        一般6 28Z05

奥谷　和代            ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾖ               ＮＳＩパール    一般7 28Z06

上村　和代            ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ               Ｓｆｉｄａ      一般8 28Z09

大黒　香里            ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ                Ｓｆｉｄａ      一般9 28Z09

岳野久仁子            ﾀｹﾉ ｸﾆｺ                 コナミ三宮      一般10 28Z20

前原　郁子            ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ                コナミ神戸      一般11 28Z22

成瀬　綾野            ﾅﾙｾ ｱﾔﾉ                 ｺﾅﾐ東加古川     一般12 28Z25

古川恵美子            ﾌﾙｶﾜ ｴﾐｺ                ﾁｰﾑあいあい     一般13 28Z30

藤田　順子            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ              ﾁｰﾑあいあい     一般14 28Z30

笠本　明里            ｶｻﾓﾄ ｱｶﾘ                楽泳会          一般15 28Z35

山下　博美            ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ                神戸北町Vivo    一般16 28Z38

梅木美紀子            ｳﾒｷ ﾐｷｺ                 神鉄ＳＳ        一般17 28Z40

北海　桃佳            ｷﾀﾐ ﾓﾓｶ                 淡路ＭＳＣ      一般18 28Z42
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女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

小西　治子            ｺﾆｼ ﾊﾙｺ                 かるがもＣ      一般1 28Z19

藤田　順子            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ              ﾁｰﾑあいあい     一般2 28Z30

久斗　奈々            ﾋｻﾄ ﾅﾅ                  各駅停車SC      高専（1）3 28Z34

杉本ひまり            ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ               各駅停車SC      大学（1）4 28Z34

笠本　明里            ｶｻﾓﾄ ｱｶﾘ                楽泳会          一般5 28Z35

梅田　園子            ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ                神戸北町Vivo    一般6 28Z38
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女子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

安達未寿穂            ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ               渡辺病院        一般1 27702

姫路　惠子            ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般2 28835

中薮　妙子            ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ               尼崎市スポ振    一般3 28865

安達ゆかり            ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ                個人 一般4 2899Z

木村　頼美            ｷﾑﾗ ﾗｲﾐ                 AMANOGAWA       一般5 28Z01

北岡　香織            ｷﾀｵｶ ｶｵﾘ                AMANOGAWA       一般6 28Z01

國島　　愛            ｸﾆｼﾏ ｱｲ                 ＮＳＩパール    一般7 28Z06

岸本　仁子            ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ                ＮＳＩパール    一般8 28Z06

増﨑　三重            ﾏｽｻﾞｷ ﾐｴ                ＮＳＩパール    一般9 28Z06

山本　　香            ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ                teamかつめし    一般10 28Z11

長谷川寛子            ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ               アクトス神戸    一般11 28Z13

鳥居　紀子            ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ                 ﾁｰﾑあいあい     一般12 28Z30

小石川栄子            ｺｲｼｶﾜ ｴｲｺ               神戸北町Vivo    一般13 28Z38

村津　淳子            ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ                 神鉄ＳＳ        一般14 28Z40

弓削田里子            ﾕｹﾞﾀ ｻﾄｺ                淡路ＭＳＣ      一般15 28Z42
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女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

安達未寿穂            ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ               渡辺病院        一般1 27702

姫路　惠子            ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸       一般2 28835

桑田由紀子            ｸﾜﾀ ﾕｷｺ                 ＳＵＮ姫路      一般3 28848

安達ゆかり            ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ                個人 一般4 2899Z

長谷川寛子            ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ               アクトス神戸    一般5 28Z13

神田　久美            ｶﾝﾀﾞ ｸﾐ                 あるてんＳＴ    一般6 28Z16

荒木　好恵            ｱﾗｷ ﾖｼｴ                 あるてんＳＴ    一般7 28Z16

前川　勝美            ﾏｴｶﾜ ｶﾂﾐ                コナミ三宮      一般8 28Z20

高田　政代            ﾀｶﾀ ﾏｻﾖ                 ﾁｰﾑあいあい     一般9 28Z30

山下　博美            ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ                神戸北町Vivo    一般10 28Z38

村津　淳子            ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ                 神鉄ＳＳ        一般11 28Z40

松田　早苗            ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅｴ                淡路ＭＳＣ      一般12 28Z42
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女子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

竹内　由季            ﾀｹｳﾁ ﾕｷ                 イトマン神戸    一般1 28815

東谷　仁美            ﾄｳﾔ ﾋﾄﾐ                 ＳＵＮ姫路      一般2 28848

升田美千子            ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ                コナミ大久保    一般3 28939

森本　良子 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｺ 個人 一般4 2899Z

則定加津子            ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ              個人 一般5 2899Z

谷口　　緑            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ              AMANOGAWA       一般6 28Z01

高島　瞳美            ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ                ＭＫＴＶ        一般7 28Z05

松崎　純子            ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ             ＮＳＩパール    一般8 28Z06

渡邊　里子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ               teamかつめし    一般9 28Z11

髙田　伸子            ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｺ                アクトス明石    一般10 28Z15

林　　桃子            ﾊﾔｼ ﾓﾓｺ                 あるてんＳＴ    一般11 28Z16

中澤　　萌            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ                コナミ三宮      一般12 28Z20

高田　政代            ﾀｶﾀ ﾏｻﾖ                 ﾁｰﾑあいあい     一般13 28Z30

打越　雅美            ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ                淡路ＭＳＣ      一般14 28Z42

久住　節子            ｸｽﾐ ｾﾂｺ                 淡路ＭＳＣ      一般15 28Z42

松田　早苗            ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅｴ                淡路ＭＳＣ      一般16 28Z42
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女子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮      一般1 28824

向井　良恵            ﾑｶｲ ﾖｼｴ                 尼崎市スポ振    一般2 28865

升田美千子            ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ                コナミ大久保    一般3 28939

藤浪奈加子            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ              ｺﾅﾐ東加古川     一般4 28Z25
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女子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

桑田由紀子            ｸﾜﾀ ﾕｷｺ                 ＳＵＮ姫路      一般1 28848

東谷　仁美            ﾄｳﾔ ﾋﾄﾐ                 ＳＵＮ姫路      一般2 28848

向井　良恵            ﾑｶｲ ﾖｼｴ                 尼崎市スポ振    一般3 28865

瀬角　英子 ｾｽﾐ ｴｲｺ 個人 一般4 2899Z

前川　勝美            ﾏｴｶﾜ ｶﾂﾐ                コナミ三宮      一般5 28Z20

中澤　　萌            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ                コナミ三宮      一般6 28Z20

藤浪奈加子            ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ              ｺﾅﾐ東加古川     一般7 28Z25

梅田　園子            ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ                神戸北町Vivo    一般8 28Z38
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