
男子 自由形 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 岡田　俊明 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 28724 兵庫県警

2 花井　宏祐 ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ 28724 兵庫県警

3 竹内　秀夫 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 28724 兵庫県警

4 谷口　　渉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 28724 兵庫県警

5 久保　幸士 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 28724 兵庫県警

6 羽渕　大輔 ﾊﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 28724 兵庫県警

7 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 28724 兵庫県警

8 小川　武博 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 28814 コナミ東加古

9 藤原　　皓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 28814 コナミ東加古

10 林　　大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 28815 イトマン神戸

11 笠置　晃宏 ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ 28815 イトマン神戸

12 冨永　邦光 ﾄﾐﾅｶﾞ ｸﾆﾐﾂ 28825 コナミ明石

13 山本　末喜 ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ 28825 コナミ明石

14 二宮　末通 ﾆﾉﾐﾔ ｽｴﾐﾁ 28825 コナミ明石

15 人見　宏一 ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ 28825 コナミ明石

16 追立　　剛 ｵｲﾀﾃ ﾂﾖｼ 28826 ＮＳＩパール

17 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

18 近藤　貴裕 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

19 浅野　海斗 ｱｻﾉ ｶｲﾄ 28865 尼崎市スポ振 大学 (4)

20 岡本　誉央 ｵｶﾓﾄ ﾖｵ 28865 尼崎市スポ振 大学 (3)

21 立野　功大 ﾀﾃﾉ ｺｳﾀﾞｲ 28865 尼崎市スポ振 大学 (3)

22 美川　恭亮 ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ 28865 尼崎市スポ振 大学 (1)

23 佐川　泰盛 ｻｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 28881 マック武庫川

24 本多　敏美 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾐ 28887 マック加古川

25 西村　嘉記 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 28887 マック加古川

26 上野　　條 ｳｴﾉ ｼﾞｮｳ 28887 マック加古川

27 川村　鉄平 ｶﾜﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 28915 ａｓｋ

28 上野山和希 ｳｴﾉﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28915 ａｓｋ 大学 (1)

29 藤原　裕生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 28915 ａｓｋ 大学 (1)

30 升田　　弘 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 28939 コナミ大久保

31 田中　悠翔 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 28939 コナミ大久保

32 寺脇　智和 ﾃﾗﾜｷ ﾄﾓｶｽﾞ 28940 神水協

33 吉岡　武大 ﾖｼｵｶ ﾀｹﾋﾛ 28940 神水協

34 岡本　拓巳 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 28940 神水協

35 谷戸　圭佑 ﾔﾄ ｹｲｽｹ 28941 TOY BOX

36 平井　隆裕 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 28941 TOY BOX

37 田中　庸元 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾓﾄ 2899Z 個人

38 加藤泰一郎 ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁﾛｳ 2899Z 個人

39 奥野　益大 ｵｸﾉ ﾏｽﾋﾛ 2899Z 個人

40 林　　祥良 ﾊﾔｼ ｻﾁﾛ 2899Z 個人

41 大橋　充典 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ 2899Z 個人

42 山上　和也 ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ 2899Z 個人

43 村岡　一彦 ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 2899Z 個人

44 矢坂　和広 ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 2899Z 個人

45 仲野　克彦 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ 2899Z 個人

46 峯﨑　康弘 ﾐﾈｻｷ ﾔｽﾋﾛ 2899Z 個人

47 谷川原竹彦 ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｺ 2899Z 個人

48 大川　真司 ｵｵｶﾜ ｼﾝｼﾞ 2899Z 個人

49 花房　　健 ﾊﾅﾌｻ ｹﾝ 2899Z 個人

50 井場元航太 ｲﾊﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 28Z03 ＡＳＰＦ 大学 (3)
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51 亀之園　良 ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ 28Z05 ＪＳＳ三木

52 稲垣　義民 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀﾐ 28Z05 ＪＳＳ三木

53 土居宗左衛門 ﾄﾞｲ ｿｳｻﾞｴﾓﾝ 28Z08 Pole Pole

54 寺尾　雄貴 ﾃﾗｵ ﾕｳｷ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

55 稲山　　亘 ｲﾈﾔﾏ ﾜﾀﾙ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

56 八木乃恵留 ﾔｷﾞ ﾉｴﾙ 28Z10 S・パティオ

57 西岡　聖哉 ﾆｼｵｶ ｾｲﾔ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

58 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

59 加藤　和伸 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 28Z13 T CUT-IN

60 大野　鉄矢 ｵｵﾉ ﾃﾂﾔ 28Z14 TEAM大矢

61 芦辺　克己 ｱｼﾍﾞ ｶﾂﾐ 28Z14 TEAM大矢

62 向井　昭仁 ﾑｶｲ ｱｷﾋﾄ 28Z14 TEAM大矢

63 高田　勝三 ﾀｶﾀ ｼｭｳｿﾞｳ 28Z17 アクトス神戸

64 藤原　　了 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 28Z17 アクトス神戸

65 今村　　徹 ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ 28Z19 アクトス明石

66 石丸　尚之 ｲｼﾏﾙ ﾋｻﾕｷ 28Z19 アクトス明石

67 佐久川政彦 ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 28Z19 アクトス明石

68 杉谷　雅也 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾔ 28Z19 アクトス明石

69 嶋田　直造 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｿﾞｳ 28Z20 あるてんＳＴ

70 吉竹　正登 ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾄ 28Z20 あるてんＳＴ

71 松村　陽一 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 28Z20 あるてんＳＴ

72 橋本　貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 28Z22 オヤジーズ

73 山下　健人 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾄ 28Z22 オヤジーズ

74 和田　健太 ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ 28Z22 オヤジーズ

75 亀山　雅敏 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 28Z22 オヤジーズ

76 新屋　一彦 ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ 28Z22 オヤジーズ

77 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 28Z22 オヤジーズ

78 辺見　純至 ﾍﾝﾐ ｼﾞﾝｼ 28Z22 オヤジーズ

79 中原弘士郎 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 28Z22 オヤジーズ

80 志賀　寛和 ｼｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 28Z22 オヤジーズ

81 松本　成裕 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 28Z23 teamかつめし

82 平間　裕之 ﾍｲﾏ ﾋﾛﾕｷ 28Z23 teamかつめし

83 国友　哲也 ｸﾆﾄﾓ ﾃﾂﾔ 28Z24 かるがもＣ

84 林　　英権 ﾊﾔｼ ｴｲｹﾝ 28Z24 かるがもＣ

85 鷲津　公彦 ﾜｼｽﾞ ｷﾐﾋｺ 28Z25 グンゼ西宮

86 江藤　和雄 ｴﾄｳ ｶｽﾞｵ 28Z25 グンゼ西宮

87 垣本　英博 ｶｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 28Z25 グンゼ西宮

88 窪田　　博 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 28Z28 コナミ三田

89 村上　　誠 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ 28Z28 コナミ三田

90 大前　英雄 ｵｵﾏｴ ﾋﾃﾞｵ 28Z29 コナミ神戸

91 脇田　英幸 ﾜｷﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 28Z29 コナミ神戸

92 佐々木輝昭 ｻｻｷ ﾃﾙｱｷ 28Z30 コナミ西宮

93 鶴間　大地 ﾂﾙﾏ ﾀﾞｲﾁ 28Z30 コナミ西宮

94 石川　修二 ｲｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 28Z30 コナミ西宮

95 酒井　光信 ｻｶｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ 28Z33 コナミ本山南

96 清水　庄治 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｼﾞ 28Z35 コパン新長田

97 向井　和則 ﾑｶｲ ｶｽﾞﾉﾘ 28Z35 コパン新長田

98 山﨑　俊介 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝｽｹ 28Z35 コパン新長田

99 塩崎　幹夫 ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ 28Z36 コパン須磨

100 高橋　伸武 ﾀｶﾊｼﾉﾌﾞﾀｹ 28Z37 シーマスター
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101 美田佳壽彦 ﾐﾀｶｽﾞﾋｺ 28Z37 シーマスター

102 王　　秀一 ｵｳ ｼｭｳｲﾁ 28Z38 T-ASACHU

103 相木　貴行 ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

104 岩田　祥裕 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

105 高井　勝史 ﾀｶｲ ｶﾂﾌﾐ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

106 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

107 北垣　和真 ｷﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ 28Z41 ツキノワグマ

108 宮永　貴央 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶｵ 28Z41 ツキノワグマ

109 浜田　優一 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 28Z42 トヨタ神戸校

110 中野　亮太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 28Z42 トヨタ神戸校 専門 (2)

111 濱村　謙一 ﾊﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 28Z47 ミルクパンダ

112 永田　直樹 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｷ 28Z47 ミルクパンダ

113 ﾊﾘﾑ ﾆｯｷﾔﾝﾄ ﾊﾘﾑ ﾆｯｷﾔﾝﾄ 28Z48 ヤンマー

114 三宅　茂雄 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｵ 28Z48 ヤンマー

115 長町　充啓 ﾅｶﾞﾏﾁ ﾐﾂﾋﾛ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

116 大西　佑樹 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 28Z52 各駅停車ＳＣ

117 真鍋　朗音 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 28Z52 各駅停車ＳＣ 大学 (1)

118 上元　郁弥 ｳｴﾓﾄ ﾕｳﾔ 28Z52 各駅停車ＳＣ 大学 (1)

119 中井　拓人 ﾅｶｲ ﾀｸﾄ 28Z53 神戸ウィング

120 横山　幸平 ﾖﾔﾏ ｺｳﾍｲ 28Z53 神戸ウィング

121 田村　康博 ﾀﾑﾗﾔ ｽﾋﾛ 28Z53 神戸ウィング

122 河野　広勝 ｶﾜﾉ ﾋﾛｶﾂ 28Z55 神戸村野工業

123 坂田　亮暢 ｻｶﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 28Z55 神戸村野工業

124 日下　健太 ｸｻｶ ｹﾝﾀ 28Z55 神戸村野工業

125 松嶋健太郎 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 28Z55 神戸村野工業

126 平田　直樹 ﾋﾗﾀ ﾅｵｷ 28Z55 神戸村野工業

127 土肥　裕生 ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ 28Z55 神戸村野工業

128 矢野瑛太郎 ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ 28Z57 神鉄ＳＳ

129 臼井　哲也 ｳｽｲ ﾃﾂﾔ 28Z57 神鉄ＳＳ

130 田中　　真 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 28Z57 神鉄ＳＳ

131 打田　和也 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 28Z57 神鉄ＳＳ

132 吉本　明弘 ﾖｼﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 28Z57 神鉄ＳＳ

133 横山　　修 ﾖｺﾔﾏｵｻﾑ 28Z57 神鉄ＳＳ

134 西本　俊宏 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 28Z59 西川ヨガ教室

135 西川　泰史 ﾆｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 28Z59 西川ヨガ教室

136 西川　利生 ﾆｼｶﾜ ﾄｼｵ 28Z59 西川ヨガ教室

137 西川　智人 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ 28Z59 西川ヨガ教室

138 一井　健二 ｲﾁｲ ｹﾝｼﾞ 28Z60 相生コスモス

139 津田　知宏 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 28Z60 相生コスモス

140 木藤　啓次 ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

141 岩本　能昌 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾏｻ 28Z61 淡路ＭＳＣ

142 原田　雅隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 28Z61 淡路ＭＳＣ

143 髙林　淳裕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 28Z61 淡路ＭＳＣ

144 木戸　成和 ｷﾄﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

145 西岡　久雄 ﾆｼｵｶ ﾋｻｵ 28Z61 淡路ＭＳＣ

146 若松龍之介 ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 28Z65 尼崎水泳部

147 菱川　彰夫 ﾋｼｶﾜ ｱｷｵ 28Z66 菱川工務店

148 山野　哲平 ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 28Z66 菱川工務店

149 滝井　幸治 ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ 28Z66 菱川工務店

150 杉山　泰徳 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 28Z68 神戸北町Vivo
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151 大出　正廣 ｵｵﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 28Z68 神戸北町Vivo

152 井上　　聡 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 28Z68 神戸北町Vivo

153 上田　剛史 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 50062 流通科学大学 大学 (3)

154 藤井　健生 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ 50062 流通科学大学 大学 (2)

155 池本　真夏 ｲｹﾓﾄ ﾏﾅﾂ 50062 流通科学大学 大学 (1)
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1 花井　宏祐 ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ 28724 兵庫県警

2 竹内　秀夫 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 28724 兵庫県警

3 谷口　　渉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 28724 兵庫県警

4 久保　幸士 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 28724 兵庫県警

5 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 28724 兵庫県警

6 藤澤　　誠 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 28814 コナミ東加古

7 藤原　　皓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 28814 コナミ東加古

8 西山浩太郎 ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸

9 林　　大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 28815 イトマン神戸

10 山本　末喜 ﾔﾏﾓﾄ ｽｴｷ 28825 コナミ明石

11 麻生　慎吾 ｱｿｳ ｼﾝｺﾞ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

12 浅野　海斗 ｱｻﾉ ｶｲﾄ 28865 尼崎市スポ振 大学 (4)

13 村尾　晴延 ﾑﾗｵ ﾊﾙﾉﾌﾞ 28881 マック武庫川

14 古川　哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 28913 Aq新宮

15 川村　鉄平 ｶﾜﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 28915 ａｓｋ

16 上野山和希 ｳｴﾉﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28915 ａｓｋ 大学 (1)

17 田中　悠翔 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 28939 コナミ大久保

18 伊藤　拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 28941 TOY BOX

19 平井　隆裕 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 28941 TOY BOX

20 田中　庸元 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾓﾄ 2899Z 個人

21 大橋　充典 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ 2899Z 個人

22 山上　和也 ﾔﾏｶﾐ ｶｽﾞﾔ 2899Z 個人

23 村岡　一彦 ﾑﾗｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 2899Z 個人

24 笠松　伸好 ｶｻﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ 2899Z 個人

25 花房　　健 ﾊﾅﾌｻ ｹﾝ 2899Z 個人

26 亀之園　良 ｶﾒﾉｿﾉ ﾘｮｳ 28Z05 ＪＳＳ三木

27 稲垣　義民 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀﾐ 28Z05 ＪＳＳ三木

28 品川　光明 ｼﾅｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ 28Z10 S・パティオ

29 宮垣　昌明 ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

30 牛嶋　浩一 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

31 原田　真季 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 28Z14 TEAM大矢

32 高田　勝三 ﾀｶﾀ ｼｭｳｿﾞｳ 28Z17 アクトス神戸

33 出本　則幸 ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 28Z18 ｱｸﾄｽ藤原台

34 手塚　　修 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ 28Z19 アクトス明石

35 宮田　光徳 ﾐﾔﾀ ﾐﾂﾉﾘ 28Z20 あるてんＳＴ

36 吉竹　正登 ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾄ 28Z20 あるてんＳＴ

37 玉串　悠馬 ﾀﾏｸｼ ﾕｳﾏ 28Z22 オヤジーズ

38 新屋　一彦 ｼﾝﾔ ｶｽﾞﾋｺ 28Z22 オヤジーズ

39 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 28Z22 オヤジーズ

40 国友　哲也 ｸﾆﾄﾓ ﾃﾂﾔ 28Z24 かるがもＣ

41 林　　英権 ﾊﾔｼ ｴｲｹﾝ 28Z24 かるがもＣ

42 窪田　　博 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 28Z28 コナミ三田

43 脇田　英幸 ﾜｷﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 28Z29 コナミ神戸

44 佐々木輝昭 ｻｻｷ ﾃﾙｱｷ 28Z30 コナミ西宮

45 鶴間　大地 ﾂﾙﾏ ﾀﾞｲﾁ 28Z30 コナミ西宮

46 谷　　悠希 ﾀﾆ ﾕｳｷ 28Z33 コナミ本山南

47 清水　庄治 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｼﾞ 28Z35 コパン新長田

48 山田　勝己 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ 28Z36 コパン須磨

49 森山　由宇 ﾓﾘﾔﾏﾕｳ 28Z37 シーマスター

50 坂本　義博 ｻｶﾓﾄﾖｼﾋﾛ 28Z37 シーマスター
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51 相木　貴行 ｱｲｷ ﾀｶﾕｷ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

52 岩田　祥裕 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

53 八木　　滋 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾙ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

54 衣川　哲司 ｷﾇｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

55 浜田　優一 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 28Z42 トヨタ神戸校

56 中野　亮太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 28Z42 トヨタ神戸校 専門 (2)

57 友利麟太郎 ﾄﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 28Z44 ぶんぶん丸

58 三宅　茂雄 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｵ 28Z48 ヤンマー

59 山下　裕右 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

60 大西　佑樹 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 28Z52 各駅停車ＳＣ

61 古橋　賢悟 ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ 28Z52 各駅停車ＳＣ

62 星加　英樹 ﾎｼｶ ﾋﾃﾞｷ 28Z53 神戸ウィング

63 中井　拓人 ﾅｶｲ ﾀｸﾄ 28Z53 神戸ウィング

64 横山　幸平 ﾖﾔﾏ ｺｳﾍｲ 28Z53 神戸ウィング

65 松本　淳弥 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 28Z53 神戸ウィング

66 宮中　一男 ﾐﾔﾅｶ ｶｽﾞｵ 28Z54 神戸楽泳会

67 打田　和也 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 28Z57 神鉄ＳＳ

68 吉本　明弘 ﾖｼﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 28Z57 神鉄ＳＳ

69 西本　俊宏 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 28Z59 西川ヨガ教室

70 高野　厚志 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 28Z60 相生コスモス

71 一井　健二 ｲﾁｲ ｹﾝｼﾞ 28Z60 相生コスモス

72 中原　正仁 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 28Z60 相生コスモス

73 木藤　啓次 ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

74 原田　雅隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 28Z61 淡路ＭＳＣ
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1 岡田　雄志 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼ 28724 兵庫県警

2 廣田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 28724 兵庫県警

3 大西　健介 ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 28825 コナミ明石

4 増井　晃汰 ﾏｽｲ ｺｳﾀ 28865 尼崎市スポ振

5 岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 28875 ＪＳＳ姫路

6 原田　良夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ 28881 マック武庫川

7 貝塚　高秋 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｶｱｷ 28881 マック武庫川

8 池辺　保明 ｲｹﾍﾞ ﾔｽｱｷ 28881 マック武庫川

9 小川　明人 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾄ 28881 マック武庫川

10 日下部展久 ｸｻｶﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 28915 ａｓｋ

11 林　　正勝 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 28939 コナミ大久保

12 湯田駿太郎 ﾕﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 28941 TOY BOX 大学 (4)

13 藤井　　守 ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ 2899Z 個人

14 宇都宮　孟 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 2899Z 個人

15 山本　勇斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 28Z03 ＡＳＰＦ

16 前川　和男 ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ 28Z10 S・パティオ

17 永山　岳司 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

18 高田　明則 ﾀｶﾀ ｱｷﾉﾘ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

19 西林　伸浩 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

20 南木　基秀 ﾅﾝｷ ﾓﾄﾋﾃﾞ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

21 藤原　　了 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 28Z17 アクトス神戸

22 堀江　祐三 ﾎﾘｴ ﾕｳｿﾞｳ 28Z17 アクトス神戸

23 塩入　雄佑 ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ 28Z22 オヤジーズ

24 高瀬　和仁 ﾀｶｾ ｶｽﾞﾋｺ 28Z22 オヤジーズ

25 髙橋　直希 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 28Z22 オヤジーズ

26 大海　陸人 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ 28Z22 オヤジーズ

27 福島　　豊 ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ 28Z27 コナミ三宮

28 平野　雅俊 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ 28Z28 コナミ三田

29 丹野　能和 ﾀﾝﾉ ﾖｼｶｽﾞ 28Z30 コナミ西宮

30 戸越　清行 ﾄｺﾞｴｷﾖﾕｷ 28Z37 シーマスター

31 森川　昌一 ﾓﾘｶﾜｼｮｳｲﾁ 28Z37 シーマスター

32 井出　大輔 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

33 石井　良和 ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

34 竹中　太希 ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ 28Z61 淡路ＭＳＣ

35 竹中　司朗 ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ 28Z61 淡路ＭＳＣ

36 竹川　将則 ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 28Z61 淡路ＭＳＣ

37 小東　和也 ｺﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ 28Z66 菱川工務店

38 橋本　　健 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 28Z66 菱川工務店
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男子 背泳ぎ 100m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 廣田　翔吾 ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 28724 兵庫県警

2 宮田　俊明 ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ 28825 コナミ明石

3 増井　晃汰 ﾏｽｲ ｺｳﾀ 28865 尼崎市スポ振

4 林　　正勝 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 28939 コナミ大久保

5 酒井　正人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 2899Z 個人

6 立石　　誠 ﾀﾃｲｼ ﾏｺﾄ 2899Z 個人

7 大原　京勲 ｵｵﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 2899Z 個人

8 山﨑　眞一 ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

9 大海　陸人 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ 28Z22 オヤジーズ

10 福島　　豊 ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ 28Z27 コナミ三宮

11 石田　雄輔 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 28Z27 コナミ三宮

12 頃末　　徹 ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ 28Z27 コナミ三宮

13 村上　　誠 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ 28Z28 コナミ三田

14 戸越　清行 ﾄｺﾞｴｷﾖﾕｷ 28Z37 シーマスター

15 井出　大輔 ｲﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

16 上山健一郎 ｳｴﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 28Z48 ヤンマー

17 高野　厚志 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 28Z60 相生コスモス

18 石井　良和 ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

19 竹中　太希 ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ 28Z61 淡路ＭＳＣ

20 竹中　司朗 ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ 28Z61 淡路ＭＳＣ
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男子 平泳ぎ 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 安藤　昌樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 28814 コナミ東加古

2 笠置　晃宏 ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ 28815 イトマン神戸

3 渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 28825 コナミ明石

4 二宮　末通 ﾆﾉﾐﾔ ｽｴﾐﾁ 28825 コナミ明石

5 吉岡　琢麿 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾏ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

6 喜納　敏明 ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ 28865 尼崎市スポ振

7 藪内　篤史 ﾔﾌﾞｳﾁ ｱﾂｼ 28875 ＪＳＳ姫路

8 貝塚　高秋 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｶｱｷ 28881 マック武庫川

9 吉田　悠介 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 28887 マック加古川

10 樫本　博行 ｶｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 28915 ａｓｋ

11 西山　茂雄 ﾆｼﾔﾏ ｼｹﾞｵ 28915 ａｓｋ

12 山本　尚志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 28934 HSST

13 加藤　嘉一 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 28939 コナミ大久保

14 吉岡　武大 ﾖｼｵｶ ﾀｹﾋﾛ 28940 神水協

15 皆越　　亮 ﾐﾅｺｼ ﾘｮｳ 28940 神水協

16 前原　大樹 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 28941 TOY BOX

17 酒井　正人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 2899Z 個人

18 小柳　　裕 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾀｶ 2899Z 個人

19 筒猪　裕史 ﾂﾂｲ ﾋﾛｼ 2899Z 個人

20 藤本　武嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

21 向井　昭仁 ﾑｶｲ ｱｷﾋﾄ 28Z14 TEAM大矢

22 手塚　　修 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ 28Z19 アクトス明石

23 横道　純次 ﾖｺﾐﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 28Z19 アクトス明石

24 鳥井　秀志 ﾄﾘｲ ﾋﾃﾞｼ 28Z19 アクトス明石

25 藤原　秀俊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 28Z20 あるてんＳＴ

26 岩下　真三 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ 28Z22 オヤジーズ

27 杉本　直之 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 28Z22 オヤジーズ

28 岡部　圭哉 ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ 28Z22 オヤジーズ

29 亀山　雅敏 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 28Z22 オヤジーズ

30 石倉　　禅 ｲｼｸﾗ ｾﾞﾝ 28Z22 オヤジーズ

31 松本　成裕 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 28Z23 teamかつめし

32 福井　　渉 ﾌｸｲ ﾜﾀﾙ 28Z26 コスパ塚本

33 大前　英雄 ｵｵﾏｴ ﾋﾃﾞｵ 28Z29 コナミ神戸

34 石川　良一 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 28Z30 コナミ西宮

35 林　　正秀 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 28Z35 コパン新長田

36 吉田　　悟 ﾖｼﾀﾞｻﾄﾙ 28Z37 シーマスター

37 北岡　　浩 ｷﾀｵｶﾋﾛｼ 28Z37 シーマスター

38 関原　敏伸 ｾｷﾊﾗﾄｼﾉﾌﾞ 28Z37 シーマスター

39 小田村利彦 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

40 翁長　克徳 ｵﾅｶﾞ ｶﾂﾉﾘ 28Z41 ツキノワグマ

41 沼田　勇平 ﾇﾏﾀ ﾕｳﾍｲ 28Z44 ぶんぶん丸

42 大石将太郎 ｵｵｲｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 28Z44 ぶんぶん丸 大学 (4)

43 谷添　佑真 ﾀﾆｿﾞｴ ﾕｳﾏ 28Z44 ぶんぶん丸 大学 (2)

44 勝　翔一郎 ｶﾂ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 28Z47 ミルクパンダ 大学 (4)

45 ﾊﾘﾑ ﾆｯｷﾔﾝﾄ ﾊﾘﾑ ﾆｯｷﾔﾝﾄ 28Z48 ヤンマー

46 冨谷　海人 ﾄﾐﾀﾆ ｶｲﾄ 28Z52 各駅停車ＳＣ

47 臼井　哲也 ｳｽｲ ﾃﾂﾔ 28Z57 神鉄ＳＳ

48 久保　宏明 ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 28Z57 神鉄ＳＳ

49 吉住　和幸 ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ 28Z61 淡路ＭＳＣ

50 木戸　成和 ｷﾄﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ
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51 細川　幸宗 ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 28Z61 淡路ＭＳＣ

52 土居　宏次 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ 28Z61 淡路ＭＳＣ

53 山本健一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 28Z66 菱川工務店

54 浪越　泰志 ﾅﾐｺｼ ﾀｲｼ 28Z66 菱川工務店

55 池畠浩一郎 ｲｹﾊﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 28Z71 AMANOGAWA
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男子 平泳ぎ 100m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 安藤　昌樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 28814 コナミ東加古

2 小田　哲也 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ 28815 イトマン神戸

3 渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 28825 コナミ明石

4 喜納　敏明 ｷﾉｳ ﾄｼｱｷ 28865 尼崎市スポ振

5 石井　義明 ｲｼｲ ﾖｼｱｷ 28875 ＪＳＳ姫路

6 東　　　徳 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾙ 28881 マック武庫川

7 本多　敏美 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾐ 28887 マック加古川

8 早稲田　守 ﾜｾﾀﾞ ﾏﾓﾙ 28915 ａｓｋ

9 山本　尚志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 28934 HSST

10 瀬尾　啓太 ｾｵ ｹｲﾀ 28934 HSST

11 加藤　嘉一 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 28939 コナミ大久保

12 皆越　　亮 ﾐﾅｺｼ ﾘｮｳ 28940 神水協

13 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 28941 TOY BOX

14 藤本　茂男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｵ 2899Z 個人

15 筒猪　裕史 ﾂﾂｲ ﾋﾛｼ 2899Z 個人

16 中塚　雄之 ﾅｶﾂｶ ﾀｹﾕｷ 28Z10 S・パティオ

17 足立　勝彦 ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾋｺ 28Z20 あるてんＳＴ

18 山本　浩路 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 28Z22 オヤジーズ

19 岩下　真三 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｿﾞｳ 28Z22 オヤジーズ

20 髙橋　直希 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 28Z22 オヤジーズ

21 石倉　　禅 ｲｼｸﾗ ｾﾞﾝ 28Z22 オヤジーズ

22 藤村　敬彦 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 28Z25 グンゼ西宮

23 福井　　渉 ﾌｸｲ ﾜﾀﾙ 28Z26 コスパ塚本

24 稲垣　　博 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 28Z27 コナミ三宮

25 石川　良一 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 28Z30 コナミ西宮

26 林　　正秀 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 28Z35 コパン新長田

27 北岡　　浩 ｷﾀｵｶﾋﾛｼ 28Z37 シーマスター

28 森川　昌一 ﾓﾘｶﾜｼｮｳｲﾁ 28Z37 シーマスター

29 美田佳壽彦 ﾐﾀｶｽﾞﾋｺ 28Z37 シーマスター

30 関原　敏伸 ｾｷﾊﾗﾄｼﾉﾌﾞ 28Z37 シーマスター

31 小田村利彦 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

32 沼田　勇平 ﾇﾏﾀ ﾕｳﾍｲ 28Z44 ぶんぶん丸

33 大石将太郎 ｵｵｲｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 28Z44 ぶんぶん丸 大学 (4)

34 谷添　佑真 ﾀﾆｿﾞｴ ﾕｳﾏ 28Z44 ぶんぶん丸 大学 (2)

35 岡﨑　和登 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

36 松本　淳弥 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 28Z53 神戸ウィング

37 細川　幸宗 ﾎｿｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 28Z61 淡路ＭＳＣ

38 池畠浩一郎 ｲｹﾊﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 28Z71 AMANOGAWA
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男子 バタフライ 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 楢原　建一 ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 28724 兵庫県警

2 増田凌太郎 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 28724 兵庫県警

3 幸島　健人 ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ 28724 兵庫県警

4 藤川　尚輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 28724 兵庫県警

5 小川　武博 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 28814 コナミ東加古

6 人見　宏一 ﾋﾄﾐ ｺｳｲﾁ 28825 コナミ明石

7 河野壮一朗 ｺｳﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 28825 コナミ明石

8 近藤　貴裕 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

9 米田　虎優 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ 28881 マック武庫川 大学 (2)

10 古川　哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 28913 Aq新宮

11 瀬尾　啓太 ｾｵ ｹｲﾀ 28934 HSST

12 谷戸　圭佑 ﾔﾄ ｹｲｽｹ 28941 TOY BOX

13 谷　　宗洋 ﾀﾆ ﾑﾈﾋﾛ 28941 TOY BOX 大学 (4)

14 湯田駿太郎 ﾕﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 28941 TOY BOX 大学 (4)

15 加藤泰一郎 ｶﾄｳ ﾀｲｲﾁﾛｳ 2899Z 個人

16 林　　祥良 ﾊﾔｼ ｻﾁﾛ 2899Z 個人

17 峯﨑　康弘 ﾐﾈｻｷ ﾔｽﾋﾛ 2899Z 個人

18 谷川原竹彦 ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋｺ 2899Z 個人

19 宇都宮　孟 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 2899Z 個人

20 北井　優輝 ｷﾀｲ ﾕｳｷ 2899Z 個人

21 長濱　温樹 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ 2899Z 個人

22 北井　洸太 ｷﾀｲ ｺｳﾀ 2899Z 個人

23 番園　雅矢 ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ 28Z03 ＡＳＰＦ

24 遠藤　堅衛 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｴｲ 28Z10 S・パティオ

25 三﨑　　起 ﾐｻｷ ﾀﾂｵ 28Z10 S・パティオ

26 宮垣　昌明 ﾐﾔｶﾞｷ ﾏｻｱｷ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

27 原　　侑也 ﾊﾗ ﾕｳﾔ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

28 尾崎　大輝 ｵｻｷ ﾀﾞｲｷ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

29 前田　　梓 ﾏｴﾀﾞ ｱｽﾞｻ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

30 原田　真季 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ 28Z14 TEAM大矢

31 石丸　尚之 ｲｼﾏﾙ ﾋｻﾕｷ 28Z19 アクトス明石

32 大野　昭夫 ｵｵﾉ ｱｷｵ 28Z19 アクトス明石

33 佐久川政彦 ｻｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 28Z19 アクトス明石

34 飯田　隆彦 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 28Z19 アクトス明石

35 森口　和也 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 28Z22 オヤジーズ

36 日向　泰三 ﾋｭｳｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ 28Z25 グンゼ西宮

37 横山　雅典 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 28Z27 コナミ三宮

38 石田　雄輔 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 28Z27 コナミ三宮

39 頃末　　徹 ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ 28Z27 コナミ三宮

40 伊藤　大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 28Z28 コナミ三田

41 涌井　　崇 ﾜｸｲ ﾀｶｼ 28Z29 コナミ神戸

42 石川　修二 ｲｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 28Z30 コナミ西宮

43 山﨑　俊介 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝｽｹ 28Z35 コパン新長田

44 塩崎　幹夫 ｼｵｻﾞｷ ﾐｷｵ 28Z36 コパン須磨

45 山本　慎一 ﾔﾏﾓﾄｼﾝｲﾁ 28Z37 シーマスター

46 高橋　伸武 ﾀｶﾊｼﾉﾌﾞﾀｹ 28Z37 シーマスター

47 玉置　哲明 ﾀﾏｵｷﾋﾛｱｷ 28Z37 シーマスター

48 花田　勝則 ﾊﾅﾀﾞｶﾂﾉﾘ 28Z37 シーマスター

49 森山　由宇 ﾓﾘﾔﾏﾕｳ 28Z37 シーマスター

50 三木　繁晴 ﾐｷ ｼｹﾞﾊﾙ 28Z38 T-ASACHU

2022/7/18 20:30 12/25 ページ



男子 バタフライ 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 衣川　哲司 ｷﾇｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

52 荻埜　敬大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

53 谷口　広樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 28Z41 ツキノワグマ

54 宮永　貴央 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶｵ 28Z41 ツキノワグマ

55 友利麟太郎 ﾄﾓﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 28Z44 ぶんぶん丸

56 上山健一郎 ｳｴﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 28Z48 ヤンマー

57 山下　裕右 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

58 川本喜一郎 ｶﾜﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

59 星加　英樹 ﾎｼｶ ﾋﾃﾞｷ 28Z53 神戸ウィング

60 内田　　研 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ 28Z53 神戸ウィング

61 西川　泰史 ﾆｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 28Z59 西川ヨガ教室

62 西川　利生 ﾆｼｶﾜ ﾄｼｵ 28Z59 西川ヨガ教室

63 西川　智人 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ 28Z59 西川ヨガ教室

64 吉住　和幸 ﾖｼｽﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ 28Z61 淡路ＭＳＣ

65 迫田　　敏 ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ 28Z65 尼崎水泳部

66 岡田　雅幸 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 28Z66 菱川工務店

67 山野　哲平 ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 28Z66 菱川工務店

68 山野　宏樹 ﾔﾏﾉ ﾋﾛｷ 28Z66 菱川工務店

69 廣田　吉康 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾔｽ 28Z71 AMANOGAWA

70 小竹　陸斗 ｺﾀｹ ﾘｸﾄ 50062 流通科学大学 大学 (1)
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男子 バタフライ 100m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 藤川　尚輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 28724 兵庫県警

2 藤澤　　誠 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 28814 コナミ東加古

3 野田　海渡 ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 28865 尼崎市スポ振

4 松川　　倭 ﾏﾂｶﾜ ﾔﾏﾄ 28865 尼崎市スポ振 大学 (3)

5 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 28941 TOY BOX

6 喜多翔太郎 ｷﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 2899Z 個人

7 番園　雅矢 ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ 28Z03 ＡＳＰＦ

8 牛嶋　浩一 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

9 出本　則幸 ﾃﾞﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 28Z18 ｱｸﾄｽ藤原台

10 飯田　隆彦 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 28Z19 アクトス明石

11 日向　泰三 ﾋｭｳｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ 28Z25 グンゼ西宮

12 伊藤　大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 28Z28 コナミ三田

13 山本　慎一 ﾔﾏﾓﾄｼﾝｲﾁ 28Z37 シーマスター

14 玉置　哲明 ﾀﾏｵｷﾋﾛｱｷ 28Z37 シーマスター

15 花田　勝則 ﾊﾅﾀﾞｶﾂﾉﾘ 28Z37 シーマスター

16 楠本　昌平 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 28Z47 ミルクパンダ

17 村本　暁彦 ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾋｺ 28Z54 神戸楽泳会

18 迫田　　敏 ｻｺﾀﾞ ｻﾄｼ 28Z65 尼崎水泳部
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男子 個人メドレー 200m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 小田　哲也 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ 28815 イトマン神戸

2 谷浦　健太 ﾀﾆｳﾗ ｹﾝﾀ 28815 イトマン神戸

3 河野壮一朗 ｺｳﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 28825 コナミ明石

4 吉岡　琢麿 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾏ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

5 中川　　偲 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 28865 尼崎市スポ振 大学 (1)

6 藤原　裕生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 28915 ａｓｋ 大学 (1)

7 矢坂　和広 ﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 2899Z 個人

8 立石　　誠 ﾀﾃｲｼ ﾏｺﾄ 2899Z 個人

9 喜多翔太郎 ｷﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 2899Z 個人

10 北井　優輝 ｷﾀｲ ﾕｳｷ 2899Z 個人

11 長濱　温樹 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ 2899Z 個人

12 北井　洸太 ｷﾀｲ ｺｳﾀ 2899Z 個人

13 土居原祥生 ﾄﾞｲﾊﾗ ｻﾁｵ 28Z10 S・パティオ

14 今村　　徹 ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ 28Z19 アクトス明石

15 山本　浩路 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 28Z22 オヤジーズ

16 塩入　雄佑 ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ 28Z22 オヤジーズ

17 横山　雅典 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 28Z27 コナミ三宮

18 平野　雅俊 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ 28Z28 コナミ三田

19 神田　　崇 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

20 馴松　佑稀 ﾅﾚﾏﾂ ﾕｳｷ 28Z52 各駅停車ＳＣ

21 小南　竜也 ｺﾐﾅﾐ ﾀﾂﾔ 28Z53 神戸ウィング

22 内田　　研 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ 28Z53 神戸ウィング

23 竹川　将則 ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 28Z61 淡路ＭＳＣ

24 滝井　幸治 ﾀｷｲ ｺｳｼﾞ 28Z66 菱川工務店

25 小竹　陸斗 ｺﾀｹ ﾘｸﾄ 50062 流通科学大学 大学 (1)
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女子 自由形 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 金丸こなつ ｶﾅﾏﾙ ｺﾅﾂ 28814 コナミ東加古 大学 (2)

2 松﨑　詢子 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 28826 ＮＳＩパール

3 植田　治美 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

4 岡崎　明美 ｵｶｻﾞｷ ｱｹﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

5 濱口　綾子 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾔｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

6 中薮　妙子 ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ 28865 尼崎市スポ振

7 仮山　　薫 ｶﾘﾔﾏ ｶｵﾙ 28865 尼崎市スポ振

8 佐藤　和子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ 28865 尼崎市スポ振

9 瀧野　由里 ﾀｷﾉ ﾕﾘ 28865 尼崎市スポ振

10 山田　杏奈 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 28865 尼崎市スポ振 大学 (1)

11 中尾知英子 ﾅｶｵ ﾁｴｺ 28875 ＪＳＳ姫路

12 藤原　麻美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾐ 28881 マック武庫川

13 丸田　智子 ﾏﾙﾀ ﾄﾓｺ 28881 マック武庫川

14 大西　和子 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｺ 28939 コナミ大久保

15 金井千鶴子 ｶﾅｲ ﾁﾂﾞｺ 28939 コナミ大久保

16 立石　淳子 ﾀﾃｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 28939 コナミ大久保

17 渋谷　静香 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼｽﾞｶ 28939 コナミ大久保

18 吉岡美和子 ﾖｼｵｶ ﾐﾜｺ 2899Z 個人

19 植田　明代 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ 2899Z 個人

20 則定加津子 ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ 2899Z 個人

21 向井　恵子 ﾑｶｲ ｹｲｺ 2899Z 個人

22 川村　博子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 2899Z 個人

23 進藤ますみ ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ 28Z05 ＪＳＳ三木

24 江崎千衣子 ｴｻｷ ﾁｴｺ 28Z08 Pole Pole

25 谷　　礼子 ﾀﾆ ﾚｲｺ 28Z08 Pole Pole

26 田内　弘子 ﾀﾉｳﾁ ﾋﾛｺ 28Z08 Pole Pole

27 古川恵美子 ﾌﾙｶﾜ ｴﾐｺ 28Z08 Pole Pole

28 古川清代美 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾐ 28Z08 Pole Pole

29 山崎比加留 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 28Z08 Pole Pole

30 湯谷　公美 ﾕﾀﾆ ｸﾐ 28Z08 Pole Pole

31 好井　優子 ﾖｼｲ ﾕｳｺ 28Z08 Pole Pole

32 辻　　照美 ﾂｼﾞ ﾃﾙﾐ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

33 衣川砂智子 ｷﾇｶﾞﾜ ｻﾁｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

34 本荘　聖子 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｷﾖｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

35 兼井　英子 ｶﾈｲ ﾋﾃﾞｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

36 若林　麻子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｻｺ 28Z10 S・パティオ

37 尾波　淳子 ｵﾅﾐ ｼﾞｭﾝｺ 28Z10 S・パティオ

38 天川　晶子 ｱﾏｶﾜ ｱｷｺ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

39 阪口　智美 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

40 森山　孝子 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｺ 28Z17 アクトス神戸

41 田中　咲子 ﾀﾅｶ ｻｷｺ 28Z17 アクトス神戸

42 星川　幸子 ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ 28Z17 アクトス神戸

43 松村和香子 ﾏﾂﾑﾗ ﾜｶｺ 28Z17 アクトス神戸

44 山口　静子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ 28Z17 アクトス神戸

45 堀木　彩夏 ﾎﾘｷ ｱﾔｶ 28Z17 アクトス神戸

46 柳瀬　厚子 ﾔﾅｾ ｱﾂｺ 28Z17 アクトス神戸

47 松尾ちえみ ﾏﾂｵ ﾁｴﾐ 28Z19 アクトス明石

48 神田　久美 ｶﾝﾀﾞ ｸﾐ 28Z20 あるてんＳＴ

49 岩崎　真紀 ｲﾜｻｷ ﾏｷ 28Z22 オヤジーズ

50 亀山　理沙 ｶﾒﾔﾏ ﾘｻ 28Z22 オヤジーズ
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51 浅井ひろみ ｱｻｲ ﾋﾛﾐ 28Z24 かるがもＣ

52 岳野久仁子 ﾀｹﾉ ｸﾆｺ 28Z27 コナミ三宮

53 佐藤　令子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 28Z29 コナミ神戸

54 岩本　洋子 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ 28Z29 コナミ神戸

55 真崎ちひろ ﾏｻｷ ﾁﾋﾛ 28Z29 コナミ神戸

56 宇保　敬子 ｳﾎﾞ ｹｲｺ 28Z30 コナミ西宮

57 生瀬　優子 ﾅﾏｾ ﾕｳｺ 28Z30 コナミ西宮

58 山本　友子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 28Z30 コナミ西宮

59 川野　沙綺 ｶﾜﾉ ｻｷ 28Z35 コパン新長田

60 山田美貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷｺ 28Z36 コパン須磨

61 藤井たづ子 ﾌｼﾞｲﾀﾂﾞｺ 28Z37 シーマスター

62 長谷川　彩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ 28Z38 T-ASACHU

63 中村久美子 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

64 東條　汐音 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｵﾝ 28Z42 トヨタ神戸校 専門 (3)

65 前田志津子 ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｺ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

66 上田　純子 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

67 塩川阿弥美 ｼｵｶﾜ ｱﾔﾐ 28Z52 各駅停車ＳＣ

68 西原　莉絵 ﾆｼﾊﾗ ﾘｴ 28Z53 神戸ウィング

69 德田　悠乃 ﾄｸﾀﾞ ﾕﾉ 28Z53 神戸ウィング

70 村津　淳子 ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

71 花川　未咲 ﾊﾅｶﾜ ﾐｻｷ 28Z57 神鉄ＳＳ

72 小山　圭子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

73 上中　重美 ｳｴﾅｶ ｼｹﾞﾐ 28Z57 神鉄ＳＳ

74 藤本　　和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 28Z57 神鉄ＳＳ

75 福井　佳代 ﾌｸｲ ｶﾖ 28Z58 水楽

76 吉田小夜子 ﾖｼﾀﾞ ｻﾖｺ 28Z58 水楽

77 山下　　操 ﾔﾏｼﾀ ﾐｻｵ 28Z58 水楽

78 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 28Z58 水楽

79 沼田奈津子 ﾇﾏﾀ ﾅﾂｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

80 南　由美子 ﾐﾅﾐ ﾕﾐｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

81 山本　雅子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

82 貴島　紀子 ｷｼﾏ ﾉﾘｺ 28Z68 神戸北町Vivo

83 吉田　倶子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 28Z68 神戸北町Vivo

84 芦原まどか ｱｼﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 28Z69 本山ＳＳ

85 佐藤　美喜 ｻﾄｳ ﾐｷ 28Z69 本山ＳＳ

86 藤井　智子 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｺ 28Z69 本山ＳＳ

87 北岡　香織 ｷﾀｵｶ ｶｵﾘ 28Z71 AMANOGAWA

88 一戸　蓮実 ｲﾁﾉﾍ ﾊｽﾐ 28Z71 AMANOGAWA

89 杉山きよみ ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ 28Z71 AMANOGAWA

90 金久　　薫 ｶﾈﾋｻ ｶｵﾙ 28Z71 AMANOGAWA
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1 金丸こなつ ｶﾅﾏﾙ ｺﾅﾂ 28814 コナミ東加古 大学 (2)

2 渡邊　智香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶ 28881 マック武庫川

3 伊折　博子 ｲｵﾘ ﾋﾛｺ 28913 Aq新宮

4 目黒　愛実 ﾒｸﾞﾛ ﾏﾅﾐ 28915 ａｓｋ 大学 (4)

5 河津つや子 ｶﾜﾂ ﾂﾔｺ 28939 コナミ大久保

6 山本律奈子 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾅｺ 28939 コナミ大久保

7 立石　淳子 ﾀﾃｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 28939 コナミ大久保

8 清田　綾子 ｷﾖﾀ ｱﾔｺ 2899Z 個人

9 瀬角　英子 ｾｽﾐ ｴｲｺ 2899Z 個人

10 則定加津子 ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｽﾞｺ 2899Z 個人

11 金井　佳子 ｶﾅｲ ﾖｼｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

12 善積　陽子 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾖｳｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

13 兼井　英子 ｶﾈｲ ﾋﾃﾞｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

14 川本　美鈴 ｶﾜﾓﾄ ﾐｽｽﾞ 28Z10 S・パティオ

15 桑田由紀子 ｸﾜﾀ ﾕｷｺ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

16 田中　咲子 ﾀﾅｶ ｻｷｺ 28Z17 アクトス神戸

17 星川　幸子 ﾎｼｶﾜ ｻﾁｺ 28Z17 アクトス神戸

18 竹本　容子 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ 28Z17 アクトス神戸

19 杉谷　愛美 ｽｷﾞﾀﾆ ｱｲﾐ 28Z19 アクトス明石

20 大谷　七海 ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ 28Z20 あるてんＳＴ

21 岳野久仁子 ﾀｹﾉ ｸﾆｺ 28Z27 コナミ三宮

22 宇保　敬子 ｳﾎﾞ ｹｲｺ 28Z30 コナミ西宮

23 生瀬　優子 ﾅﾏｾ ﾕｳｺ 28Z30 コナミ西宮

24 伊与田千暁 ｲﾖﾀﾞﾁｱｷ 28Z37 シーマスター

25 藤井たづ子 ﾌｼﾞｲﾀﾂﾞｺ 28Z37 シーマスター

26 岩本　厚子 ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

27 前田志津子 ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｺ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

28 上田　純子 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

29 林　みのり ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

30 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 28Z52 各駅停車ＳＣ

31 久斗　奈々 ﾋｻﾄ ﾅﾅ 28Z52 各駅停車ＳＣ 専門 (2)

32 川野　愛弥 ｶﾜﾉ ｱﾐ 28Z52 各駅停車ＳＣ 専門 (2)

33 西原　莉絵 ﾆｼﾊﾗ ﾘｴ 28Z53 神戸ウィング

34 鈴　香代子 ｽｽﾞ ｶﾖｺ 28Z54 神戸楽泳会

35 梅木美紀子 ｳﾒｷ ﾐｷｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

36 南　由美子 ﾐﾅﾐ ﾕﾐｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

37 山本　雅子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

38 梅田　園子 ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ 28Z68 神戸北町Vivo

39 吉田　倶子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 28Z68 神戸北町Vivo

40 山下　昭子 ﾔﾏｼﾀ ｱｷｺ 28Z69 本山ＳＳ

41 佐藤　美喜 ｻﾄｳ ﾐｷ 28Z69 本山ＳＳ

42 一戸　蓮実 ｲﾁﾉﾍ ﾊｽﾐ 28Z71 AMANOGAWA
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1 鳩嵜　裕子 ﾊﾄｻﾞｷ ﾋﾛｺ 28826 ＮＳＩパール

2 奥谷　和代 ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾖ 28826 ＮＳＩパール

3 有松千枝子 ｱﾘﾏﾂ ﾁｴｺ 28826 ＮＳＩパール

4 岸本　仁子 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ 28826 ＮＳＩパール

5 植田　治美 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

6 中尾知英子 ﾅｶｵ ﾁｴｺ 28875 ＪＳＳ姫路

7 小野さゆり ｵﾉ ｻﾕﾘ 28881 マック武庫川

8 宮瀧ひな子 ﾐﾔﾀｷ ﾋﾅｺ 28915 ａｓｋ

9 目黒　愛実 ﾒｸﾞﾛ ﾏﾅﾐ 28915 ａｓｋ 大学 (4)

10 大西　和子 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｺ 28939 コナミ大久保

11 金井千鶴子 ｶﾅｲ ﾁﾂﾞｺ 28939 コナミ大久保

12 山本律奈子 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾅｺ 28939 コナミ大久保

13 中尾　麻紀 ﾅｶｵ ﾏｷ 28939 コナミ大久保

14 植田　明代 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾖ 2899Z 個人

15 江崎千衣子 ｴｻｷ ﾁｴｺ 28Z08 Pole Pole

16 田内　弘子 ﾀﾉｳﾁ ﾋﾛｺ 28Z08 Pole Pole

17 馬場　光代 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾙﾖ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

18 中尾　珠美 ﾅｶｵ ﾀﾏﾐ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

19 善積　陽子 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾖｳｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

20 下河　喜恵 ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ 28Z10 S・パティオ

21 山本　明子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ 28Z10 S・パティオ

22 大黒　香里 ｵｵｸﾛ ｶｵﾘ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

23 上村　和代 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

24 阪口　智美 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

25 井垣　泰子 ｲｶﾞｷ ﾔｽｺ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

26 森山　孝子 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｺ 28Z17 アクトス神戸

27 松村和香子 ﾏﾂﾑﾗ ﾜｶｺ 28Z17 アクトス神戸

28 河村　嘉子 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ 28Z22 オヤジーズ

29 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 28Z22 オヤジーズ

30 中川　優花 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ 28Z22 オヤジーズ

31 小西　治子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 28Z24 かるがもＣ

32 西田満寿代 ﾆｼﾀﾞ ﾏｽﾖ 28Z25 グンゼ西宮

33 前原　郁子 ﾏｴﾊﾗ ｲｸｺ 28Z29 コナミ神戸

34 森本　玉順 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾞｮｸｼﾞｭﾝ 28Z35 コパン新長田

35 福田　芽衣 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 28Z36 コパン須磨

36 藤田　順子 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

37 中山　亜哉 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

38 安積　茉耶 ｱﾂﾞﾐ ﾏﾔ 28Z41 ツキノワグマ

39 櫻井　彩南 ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

40 吉村　吉美 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾐ 28Z52 各駅停車ＳＣ

41 川野　愛弥 ｶﾜﾉ ｱﾐ 28Z52 各駅停車ＳＣ 専門 (2)

42 德田　悠乃 ﾄｸﾀﾞ ﾕﾉ 28Z53 神戸ウィング

43 鈴　香代子 ｽｽﾞ ｶﾖｺ 28Z54 神戸楽泳会

44 梅木美紀子 ｳﾒｷ ﾐｷｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

45 吉田小夜子 ﾖｼﾀﾞ ｻﾖｺ 28Z58 水楽

46 貴島　紀子 ｷｼﾏ ﾉﾘｺ 28Z68 神戸北町Vivo

47 北岡　香織 ｷﾀｵｶ ｶｵﾘ 28Z71 AMANOGAWA
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1 大塚　孝代 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾖ 28881 マック武庫川

2 宮川　真歩 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾎ 28915 ａｓｋ

3 山﨑　素子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾄｺ 2899Z 個人

4 下河　喜恵 ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ 28Z10 S・パティオ

5 杉浦　幸子 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾁｺ 28Z10 S・パティオ

6 上村　和代 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

7 井垣　泰子 ｲｶﾞｷ ﾔｽｺ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

8 村上　泰恵 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｴ 28Z16 アクトス芦屋

9 谷口　京子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 28Z18 ｱｸﾄｽ藤原台

10 河村　嘉子 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ 28Z22 オヤジーズ

11 小西　治子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 28Z24 かるがもＣ

12 中村　知暁 ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 28Z35 コパン新長田

13 藤田　順子 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

14 田中エミ子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ 28Z50 ﾙﾈｻﾝｽ姫路

15 吉村　吉美 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾐ 28Z52 各駅停車ＳＣ

16 笠本　明里 ｶｻﾓﾄ ｱｶﾘ 28Z54 神戸楽泳会

17 山下　博美 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ 28Z68 神戸北町Vivo

18 梅田　園子 ｳﾒﾀﾞ ｿﾉｺ 28Z68 神戸北町Vivo
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女子 平泳ぎ 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 安達未寿穂 ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 27702 渡辺病院

2 西山　祥子 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｺ 28815 イトマン神戸

3 大西　光江 ｵｵﾆｼ ﾐﾂｴ 28825 コナミ明石

4 松﨑　詢子 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 28826 ＮＳＩパール

5 岸本　仁子 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｺ 28826 ＮＳＩパール

6 柳原　友子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

7 姫路　惠子 ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

8 濱口　綾子 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾔｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

9 仮山　　薫 ｶﾘﾔﾏ ｶｵﾙ 28865 尼崎市スポ振

10 瀧野　由里 ﾀｷﾉ ﾕﾘ 28865 尼崎市スポ振

11 内田　敦子 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｺ 28881 マック武庫川

12 池口としみ ｲｹｸﾞﾁ ﾄｼﾐ 28881 マック武庫川

13 中尾　麻紀 ﾅｶｵ ﾏｷ 28939 コナミ大久保

14 安達ゆかり ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ 2899Z 個人

15 大前　茂子 ｵｵﾏｴ ｼｹﾞｺ 28Z05 ＪＳＳ三木

16 谷　　礼子 ﾀﾆ ﾚｲｺ 28Z08 Pole Pole

17 清水　友子 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

18 田村　佳子 ﾀﾑﾗ ﾖｼｺ 28Z10 S・パティオ

19 竹田　公美 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ 28Z10 S・パティオ

20 楞野　信子 ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ 28Z10 S・パティオ

21 井上　智子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 28Z13 T CUT-IN

22 長谷川寛子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 28Z17 アクトス神戸

23 谷住比呂子 ﾀﾆｽﾞﾐ ﾋﾛｺ 28Z17 アクトス神戸

24 中前　幸恵 ﾅｶﾏｴ ｻﾁｴ 28Z17 アクトス神戸

25 品川真理子 ｼﾅｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 28Z19 アクトス明石

26 中條　和美 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ 28Z19 アクトス明石

27 荒木　好恵 ｱﾗｷ ﾖｼｴ 28Z20 あるてんＳＴ

28 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 28Z22 オヤジーズ

29 中川　優花 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ 28Z22 オヤジーズ

30 和住　泰子 ﾜｽﾞﾐ ﾋﾛｺ 28Z25 グンゼ西宮

31 岡本　佳枝 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｴ 28Z25 グンゼ西宮

32 重見　洋子 ｼｹﾞﾐ ﾖｳｺ 28Z25 グンゼ西宮

33 酒井　泰子 ｻｶｲ ﾔｽｺ 28Z29 コナミ神戸

34 藤田　尚子 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ 28Z30 コナミ西宮

35 梶原　和子 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｺ 28Z30 コナミ西宮

36 川野　沙綺 ｶﾜﾉ ｻｷ 28Z35 コパン新長田

37 福森　由佳 ﾌｸﾓﾘ ﾕｶ 28Z38 T-ASACHU

38 鳥居　紀子 ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

39 寺嶋　明子 ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷｺ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

40 高橋亜矢子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

41 林　さなえ ﾊﾔｼ ｻﾅｴ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

42 藤尾　　香 ﾌｼﾞｵ ｶｵﾘ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

43 村津　淳子 ﾑﾗﾂ ｱﾂｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

44 上中　重美 ｳｴﾅｶ ｼｹﾞﾐ 28Z57 神鉄ＳＳ

45 福井　佳代 ﾌｸｲ ｶﾖ 28Z58 水楽

46 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 28Z58 水楽

47 武田　孝子 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

48 平　ユミ子 ﾀｲﾗ ﾕﾐｺ 28Z71 AMANOGAWA

49 細川みな子 ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ 28Z71 AMANOGAWA

50 木村　頼美 ｷﾑﾗ ﾗｲﾐ 28Z71 AMANOGAWA
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女子 平泳ぎ 100m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 藤浪奈加子 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ 28814 コナミ東加古

2 木村　ゆり ｷﾑﾗ ﾕﾘ 28815 イトマン神戸

3 大西　光江 ｵｵﾆｼ ﾐﾂｴ 28825 コナミ明石

4 柳原　友子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

5 姫路　惠子 ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

6 中薮　妙子 ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｴｺ 28865 尼崎市スポ振

7 中西三津子 ﾅｶﾆｼ ﾐﾂｺ 28881 マック武庫川

8 安達ゆかり ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ 2899Z 個人

9 馬場　光代 ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾙﾖ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

10 村上　純子 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ 28Z09 ＰＳＫＳＳ

11 川畑　和生 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 28Z10 S・パティオ

12 阿部恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ 28Z10 S・パティオ

13 楞野　信子 ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ 28Z10 S・パティオ

14 長谷川寛子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 28Z17 アクトス神戸

15 谷住比呂子 ﾀﾆｽﾞﾐ ﾋﾛｺ 28Z17 アクトス神戸

16 中前　幸恵 ﾅｶﾏｴ ｻﾁｴ 28Z17 アクトス神戸

17 前川　勝美 ﾏｴｶﾜ ｶﾂﾐ 28Z27 コナミ三宮

18 梶原　和子 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｺ 28Z30 コナミ西宮

19 鳥居　紀子 ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

20 寺嶋　明子 ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷｺ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

21 池田　美葉 ｲｹﾀﾞ ﾐﾊ 28Z41 ツキノワグマ

22 林　さなえ ﾊﾔｼ ｻﾅｴ 28Z49 ﾙﾈｻﾝｽ伊丹

23 松田　早苗 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅｴ 28Z61 淡路ＭＳＣ

24 細川みな子 ﾎｿｶﾜ ﾐﾅｺ 28Z71 AMANOGAWA
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女子 バタフライ 50m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 西山　祥子 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｺ 28815 イトマン神戸

2 中澤　　萌 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 28815 イトマン神戸

3 小幡　和子 ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ 28826 ＮＳＩパール

4 岸本　幸子 ｷｼﾓﾄ ｻﾁｺ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

5 岩本八重子 ｲﾜﾓﾄ ﾔｴｺ 28875 ＪＳＳ姫路

6 松本　明子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 28881 マック武庫川

7 升田美千子 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ 28939 コナミ大久保

8 河津つや子 ｶﾜﾂ ﾂﾔｺ 28939 コナミ大久保

9 山崎　恵子 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺ 2899Z 個人

10 川村　博子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 2899Z 個人

11 山崎比加留 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 28Z08 Pole Pole

12 森本　良子 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｺ 28Z10 S・パティオ

13 天川　晶子 ｱﾏｶﾜ ｱｷｺ 28Z11 Ｓｆｉｄａ

14 竹本　容子 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ 28Z17 アクトス神戸

15 大谷　七海 ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ 28Z20 あるてんＳＴ

16 林　　桃子 ﾊﾔｼ ﾓﾓｺ 28Z20 あるてんＳＴ

17 松原万里乃 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾘﾉ 28Z29 コナミ神戸

18 伊与田千暁 ｲﾖﾀﾞﾁｱｷ 28Z37 シーマスター

19 渡邊　里子 ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾄｺ 28Z37 シーマスター

20 高井比奈子 ﾀｶｲ ﾋﾅｺ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

21 橘　　知恵 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ 28Z40 Ｔ・川さっちゃ

22 小山　圭子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 28Z57 神鉄ＳＳ

23 藤本　　和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 28Z57 神鉄ＳＳ

24 山下　　操 ﾔﾏｼﾀ ﾐｻｵ 28Z58 水楽

25 浦瀬　廣子 ｳﾗｾ ﾋﾛｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

26 松田　早苗 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅｴ 28Z61 淡路ＭＳＣ

27 打越　雅美 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ 28Z61 淡路ＭＳＣ

28 久住　節子 ｸｽﾐ ｾﾂｺ 28Z61 淡路ＭＳＣ

29 山下　博美 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ 28Z68 神戸北町Vivo

30 谷口　　緑 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 28Z71 AMANOGAWA
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女子 バタフライ 100m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 向井　良恵 ﾑｶｲ ﾖｼｴ 28865 尼崎市スポ振

2 升田美千子 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ 28939 コナミ大久保

3 森本　玉順 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾞｮｸｼﾞｭﾝ 28Z35 コパン新長田
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女子 個人メドレー 200m 第11回［2022年度］兵庫県マスターズ水泳競技大会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 安達未寿穂 ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 27702 渡辺病院

2 藤浪奈加子 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ 28814 コナミ東加古

3 中澤　　萌 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ 28815 イトマン神戸

4 向井　良恵 ﾑｶｲ ﾖｼｴ 28865 尼崎市スポ振

5 瀬角　英子 ｾｽﾐ ｴｲｺ 2899Z 個人

6 竹田　公美 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ 28Z10 S・パティオ

7 桑田由紀子 ｸﾜﾀ ﾕｷｺ 28Z12 Ｓｕｎｍａｓ

8 堀木　彩夏 ﾎﾘｷ ｱﾔｶ 28Z17 アクトス神戸

9 林　　桃子 ﾊﾔｼ ﾓﾓｺ 28Z20 あるてんＳＴ

10 荒木　好恵 ｱﾗｷ ﾖｼｴ 28Z20 あるてんＳＴ

11 神田　久美 ｶﾝﾀﾞ ｸﾐ 28Z20 あるてんＳＴ

12 前川　勝美 ﾏｴｶﾜ ｶﾂﾐ 28Z27 コナミ三宮

13 藤井　美江 ﾌｼﾞｲ ﾐｴ 28Z33 コナミ本山南

14 福田　芽衣 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 28Z36 コパン須磨

15 渡邊　里子 ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾄｺ 28Z37 シーマスター

16 高田　政代 ﾀｶﾀ ﾏｻﾖ 28Z39 ﾁｰﾑあいあい

17 田中エミ子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ 28Z50 ﾙﾈｻﾝｽ姫路
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