
第10回兵庫県マスターズ水泳競技大会

神戸ポートアイランドスポーツセンター

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 3 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 無差別
1/3 桑田由紀子               ＳＵＮ姫路       2:57.40 大会新
1/8 前川　勝美               コナミ三宮       4:09.30 大会新

競技No. 4 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 無差別
3/2 竹川　将則               淡路ＭＳＣ       2:16.71 大会新

競技No. 5 女子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
2/3 古賀　千尋               各駅停車SC       1:00.08 大会新

競技No. 6 男子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
5/8 山本　浩路               コナミ本山南       56.32 大会新
2/1 髙野　厚志               スモスコ相生     1:09.22 大会新

競技No. 7 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
2/4 安達未寿穂               渡辺病院         1:21.61 大会新
2/3 松田　早苗               淡路ＭＳＣ       1:26.87 大会新

競技No. 9 混成 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/3 淡路ＭＳＣ (竹川　将則      ) 一般   25.49  1:52.18 GR
1/6 S・パティオ (八木乃恵留      ) 一般   25.42  1:54.29 GR

競技No. 10 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
1/3 笠本　明里               楽泳会           1:17.94 大会新

競技No. 11 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
2/4 金本　祐伎               コナミ西宮      大4    56.89 大会新
1/1 福島　　豊               コナミ三宮       2:44.45 大会新

競技No. 12 女子  100m バタフライ タイム決勝 無差別
1/4 赤嶺　梨緒               コナミ西宮       1:03.43 大会新

競技No. 13 男子  100m バタフライ タイム決勝 無差別
1/4 藤澤　　誠               ｺﾅﾐ東加古川      1:24.48 大会新

競技No. 14 混成 4x50m メドレーリレー タイム決勝 無差別
1/2 淡路ＭＳＣ (竹中　太希      ) 一般   30.81  2:08.18 GR
1/6 S・パティオ (尾波　淳子      ) 一般   36.53  2:10.48 GR
1/4 各駅停車SC (杉本ひまり      ) 一般   36.24  2:24.52 GR

競技No. 15 女子   50m 自由形 タイム決勝 無差別
5/4 赤嶺　梨緒               コナミ西宮         27.82 大会新
4/3 尾波　淳子               S・パティオ        30.63 大会新

競技No. 17 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
2/4 安達未寿穂               渡辺病院           37.26 大会新
1/1 小石川栄子               神戸北町Vivo     1:09.06 大会新

競技No. 18 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
2/4 山本健一郎               菱川工務店         34.16 大会新

競技No. 19 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
3/4 勝見　英里               ＭＫＴＶ           34.84 大会新
3/5 北海　桃佳               淡路ＭＳＣ         36.32 大会新
3/3 笠本　明里               楽泳会             36.41 大会新
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競技No. 20 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
2/6 山本　和彦               個人    36.48 大会新
1/7 福島　　豊               コナミ三宮       1:12.03 大会新

競技No. 21 女子   50m バタフライ タイム決勝 無差別
2/4 中澤　　萌               コナミ三宮         30.23 大会新

競技No. 22 男子   50m バタフライ タイム決勝 無差別
1/5 山本健一郎               菱川工務店         29.50 大会新
1/6 石丸　尚之               アクトス明石       31.89 大会新
1/1 吉住　和幸               淡路ＭＳＣ         43.59 大会新

競技No. 23 女子 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/4 各駅停車SC (古賀　千尋      ) 一般   28.17  2:00.91 GR
1/5 神戸北町Vivo (小石川栄子      ) 一般   56.22  3:31.48 GR

競技No. 24 男子 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/3 淡路ＭＳＣ (石井　良和      ) 一般   49.70  3:12.50 GR
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