
第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

01401
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＦＣ          
性別: 申込種目:

田中　広征           ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

02903
氏名: カナ: 学校:No.:

海自八戸        
性別: 申込種目:

佐々木　丞           ｻｻｷ ｽｽﾑ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

松浦　洋二           ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

辺見光太郎           ﾍﾝﾐ ｺｳﾀﾛｳ            一般5 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般6 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

04710
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台市消防局    
性別: 申込種目:

千葉　典史           ﾁﾊﾞ ﾉﾘﾌﾐ             一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

04716
氏名: カナ: 学校:No.:

松本りんご園    
性別: 申込種目:

松本　　剛          ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ             一般1 男子 自由形  200m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  200m 一般男子

04718
氏名: カナ: 学校:No.:

YTSHOP          
性別: 申込種目:

木下　康志           ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

木下芽衣子           ｷﾉｼﾀ ﾒｲｺ             一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般4 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

06202
氏名: カナ: 学校:No.:

山形市役所      
性別: 申込種目:

齋藤　利樹           ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

06204
氏名: カナ: 学校:No.:

山形信用金庫    
性別: 申込種目:

豊田　千春           ﾄﾖﾀ ﾁﾊﾙ             一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 個人メドレー  200m 一般女子

06205
氏名: カナ: 学校:No.:

上山市役所      
性別: 申込種目:

渡邉　直幸           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

07906
氏名: カナ: 学校:No.:

荒井歯科        
性別: 申込種目:

池山　丈二           ｲｹﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ          一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

八巻　征司           ﾔﾏｷ ｾｲｼﾞ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

須藤　朱美           ｽﾄﾞｳ ｱｹﾐ             一般5 女子 自由形   50m 一般女子

一般6 女子 自由形  100m 一般女子

07909
氏名: カナ: 学校:No.:

福島基金        
性別: 申込種目:

平野　芳幸           ﾋﾗﾉ ﾖｼﾕｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上
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08201
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鐵住金鹿島  
性別: 申込種目:

大塚　伸寿           ｵｵﾂｶ ｼﾝｼﾞ            一般1 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

高田　　剛          ﾀｶﾀﾞ ﾂﾖｼ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

牛塚　誠司           ｳｼﾂｶ ｾｲｼﾞ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

神谷　幸夫           ｶﾐﾔ ﾕｷｵ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

佐藤　克己           ｻﾄｳ ｶﾂﾐ             一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

佐々木政徳           ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ             一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

古城敬一郎           ｺｼﾞｮｳ ｹｲｲﾁﾛｳ         一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

三浦　英司           ﾐｳﾗ ｴｲｼﾞ             一般9 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

徳永　　悟          ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾄﾙ            一般10 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

山田　佑自           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ            一般11 男子 自由形  200m 一般男子

一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

後藤　佑嘉           ｺﾞﾄｳ ﾕｶ             一般13 女子 自由形   50m 一般女子

一般14 女子 自由形  100m 一般女子

佐々木愛美           ｻｻｷ ﾏﾅﾐ             一般15 女子 自由形   50m 一般女子

一般16 女子 自由形  100m 一般女子

08202
氏名: カナ: 学校:No.:

土浦市役所      
性別: 申込種目:

磯原　直行           ｲｿﾊﾗ ﾅｵﾕｷ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

平井　康裕           ﾋﾗｲ ﾔｽﾋﾛ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

清水　　剛          ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

08203
氏名: カナ: 学校:No.:

水戸市役所      
性別: 申込種目:

薗部　博史           ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ            一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

高橋　　護          ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

田沢　春彦           ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

星野梨江子           ﾎｼﾉ ﾘｴｺ             一般5 女子 自由形   50m 一般女子

一般6 女子 バタフライ   50m 一般女子

08204
氏名: カナ: 学校:No.:

日立製作所      
性別: 申込種目:

細谷　昌宏           ﾎｿﾔ ﾏｻﾋﾛ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

荻　　　敦          ｵｷﾞ ｱﾂｼ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

浮ヶ谷清隆           ｳｷｶﾞﾔ ｷﾖﾀｶ           一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

渋澤　　始          ｼﾌﾞｻﾜ ﾊｼﾞﾒ           一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

立原　明人           ﾀﾁﾊﾗ ｱｷﾋﾄ            一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

鈴木　啓之           ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ            一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

団野　　健          ﾀﾞﾝﾉ ﾀｹｼ             一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上

金丸　修久           ｶﾅﾏﾙ ﾉﾌﾞﾋｻ           一般9 男子 個人メドレー  200m 一般男子

今橋　真一           ｲﾏﾊｼ ｼﾝｲﾁ            一般10 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般11 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

原　　三裕          ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ             一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

高村　昌広           ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ            一般14 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般15 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

安田　和巳           ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾐ            一般16 男子 自由形  100m ３０歳以上
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安田　和巳           ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾐ            一般17 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

安田健太郎           ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ           一般18 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

久保　雄志           ｸﾎﾞ ﾕｳｼ             一般19 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

工藤　栄樹           ｸﾄﾞｳ ｴｲｷ             一般20 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

加藤　昌弘           ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ             一般21 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般22 男子 自由形  100m ３０歳以上

足立　明隆           ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾀｶ            一般23 男子 自由形  100m 一般男子

一般24 男子 自由形  200m 一般男子

滝　　隼人          ﾀｷ ﾊﾔﾄ              一般25 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般26 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

山内　貴弘           ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾋﾛ            一般27 男子 自由形  100m 一般男子

一般28 男子 自由形  200m 一般男子

薄田　浩平           ｽｽｷﾀﾞ ｺｳﾍｲ           一般29 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

小林　　剛          ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ            一般30 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

船田　広明           ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ            一般31 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般32 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

森　　真子          ﾓﾘ ﾏｻｺ              一般33 女子 バタフライ   50m 一般女子

草野　　薫          ｸｻﾉ ｶｵﾘ             一般34 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

荒木千恵子           ｱﾗｷ ﾁｴｺ             一般35 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般36 女子 バタフライ  100m 一般女子

10700
氏名: カナ: 学校:No.:

三洋電機東京    
性別: 申込種目:

豊原　宏明           ﾄﾖﾊﾗ ﾋﾛｱｷ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

西田　一孝           ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ           一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

10701
氏名: カナ: 学校:No.:

富士重工業      
性別: 申込種目:

戸谷　　衛          ﾄﾔ ﾏﾓﾙ              一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

田野　一也           ﾀﾉ ｶｽﾞﾅﾘ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

矢部　　信          ﾔﾍﾞ ﾏｺﾄ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

富澤　英久           ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｻ          一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

大出　恵之           ｵｵﾃﾞ ﾖｼﾕｷ            一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

安宅　　淳          ｱﾀｹ ｱﾂｼ             一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

塩田　智裕           ｼｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ             一般10 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

高瀬　利之           ﾀｶｾ ﾄｼﾕｷ             一般12 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

佐久間俊彰           ｻｸﾏ ﾄｼｱｷ             一般14 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般15 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

三田村大輔           ﾐﾗﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ           一般16 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般17 男子 自由形  100m ３０歳以上

横山　剛士           ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ             一般18 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般19 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

宍戸　淳一           ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ          一般20 男子 自由形   50m ３０歳以上

小倉　　涼          ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳ             一般21 男子 自由形  200m 一般男子

一般22 男子 個人メドレー  200m 一般男子

鈴木耕太朗           ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ           一般23 男子 自由形  100m 一般男子

竹　　佑介          ﾀｹ ﾕｳｽｹ             一般24 男子 自由形  200m 一般男子

我妻　佑樹           ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕｳｷ            一般25 男子 自由形  100m 一般男子
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三輪　博和           ﾐﾜ ﾋﾛｶｽﾞ             一般26 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

黒岩　和弥           ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ            一般27 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般28 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

檜垣　　瞭          ﾋｶﾞｷ ﾘｮｳ             一般29 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般30 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

10727
氏名: カナ: 学校:No.:

桐生ガス        
性別: 申込種目:

荻原　　実          ｵｷﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

10728
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱電機群馬    
性別: 申込種目:

堤　　孝夫          ﾂﾂﾐ ﾀｶｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

古川　芳洋           ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋﾛ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤田　善行           ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾕｷ            一般5 男子 自由形  100m 一般男子

一般6 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

10734
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ    
性別: 申込種目:

金子　祐介           ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

10738
氏名: カナ: 学校:No.:

前橋市役所      
性別: 申込種目:

五十嵐紳一郎         ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ         一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

高瀬　大輔           ﾀｶｾ ﾀﾞｲｽｹ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

吉田　　徹          ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ             一般3 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

高橋　宏之           ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

鈴木　　裕          ｽｽﾞｷ ﾕｳ             一般7 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

戸屋　孝允           ﾄﾔ ﾀｶﾐﾂ             一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

宮田　恭平           ﾐﾔﾀ ｷｮｳﾍｲ            一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

10740
氏名: カナ: 学校:No.:

上牧温泉病院    
性別: 申込種目:

猪股　伸晃           ｲﾉﾏﾀ ﾉﾌﾞｱｷ           一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

10741
氏名: カナ: 学校:No.:

桐生工高教員    
性別: 申込種目:

小池　和也           ｺｲｹ ｶｽﾞﾔ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

10742
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬県土連      
性別: 申込種目:

岩﨑　好紀           ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

10743
氏名: カナ: 学校:No.:

まつ山産業      
性別: 申込種目:

栗原日出夫           ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上
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10744
氏名: カナ: 学校:No.:

東亜工業        
性別: 申込種目:

吉野　　亘          ﾖｼﾉ ﾜﾀﾙ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

堀本　晋哉           ﾎﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

10745
氏名: カナ: 学校:No.:

日本ﾊｳｽﾞｲﾝｸ     
性別: 申込種目:

岡田明日香           ｵｶﾀﾞ ｱｽｶ             一般1 女子 自由形  100m 一般女子

一般2 女子 自由形  200m 一般女子

11001
氏名: カナ: 学校:No.:

自体校          
性別: 申込種目:

高桑　　健          ﾀｶｸﾜ ｹﾝ             一般1 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

川内　勇輝           ｶﾜﾁ ﾕｳｷ             一般3 男子 自由形  100m 一般男子

坂口　征司           ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ           一般4 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般5 男子 バタフライ  200m 一般男子

岡﨑晃一郎           ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ         一般6 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般7 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

山元　啓照           ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ            一般8 男子 自由形  200m 一般男子

一般9 男子 自由形  400m 一般男子

山本　裕貴           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ             一般10 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般11 男子 バタフライ  200m 一般男子

堀谷　雅人           ﾎﾘﾀﾆ ﾏｻﾄ             一般12 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

一般13 男子 個人メドレー  200m 一般男子

原田　蘭丸           ﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝﾏﾙ            一般14 男子 自由形  100m 一般男子

一般15 男子 バタフライ  100m 一般男子

伊藤　達也           ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ             一般16 男子 自由形  200m 一般男子

一般17 男子 自由形  400m 一般男子

川口　侑太           ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ            一般18 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

大須　　武          ｵｵｽ ﾀｹﾙ             一般19 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般20 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

11026
氏名: カナ: 学校:No.:

IWAKI           
性別: 申込種目:

岩城　　純          ｲﾜｷ ｼﾞｭﾝ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

11051
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾝﾀﾞｺｳｸｳ        
性別: 申込種目:

瀬戸　幹也           ｾﾄ ﾐｷﾔ              一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

11092
氏名: カナ: 学校:No.:

ｼｯﾌﾟｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ    
性別: 申込種目:

上村　　正          ｶﾐﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

11093
氏名: カナ: 学校:No.:

ホンダ          
性別: 申込種目:

古川　正直           ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾅｵ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

11095
氏名: カナ: 学校:No.:

中川製作所      
性別: 申込種目:

金杉　　純          ｶﾅｽｷﾞ ｼﾞｭﾝ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上
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樋口　克弘           ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ            一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

津金沢知尚           ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ         一般3 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

廻立　直希           ﾏﾜﾀﾁ ﾅｵｷ             一般4 男子 自由形  100m 一般男子

足立　正人           ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ             一般5 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

12701
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉市役所      
性別: 申込種目:

高橋　秀夫           ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

中台　　勉          ﾅｶﾀﾞｲ ﾂﾄﾑ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

長島　哲治           ﾅｶﾞｼﾏ ﾃﾂｼﾞ           一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 自由形  400m 一般男子

瀧本　英樹           ﾀｷﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ            一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

新濱　秀樹           ｼﾝﾊﾏ ﾋﾃﾞｷ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

根本　昌史           ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ             一般9 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般10 男子 バタフライ  200m 一般男子

12704
氏名: カナ: 学校:No.:

NSSM君津        
性別: 申込種目:

宮内　敏之           ﾐﾔｳﾁ ﾄｼﾕｷ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

植田　静雄           ueda sizuo          一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

角田　善三           ｶｸﾀ ﾖｼｿﾞｳ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

森　　良行          ﾓﾘ ﾖｼﾕｷ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

五十嵐洋一           ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｲﾁ           一般5 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

渡辺　純一           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ         一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

池田　将志           ｲｹﾀﾞ ﾏｻｼ             一般7 男子 自由形  200m 一般男子

一般8 男子 自由形  400m 一般男子

秋元　智博           ｱｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ            一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

山本　　健          ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ             一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

藤元　健作           ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｻｸ           一般11 男子 自由形  100m 一般男子

香林　和也           ｺｳﾘﾝ ｶｽﾞﾔ            一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般13 男子 自由形  100m ３０歳以上

上瀧　　隼          ｺｳﾀｷ ﾊﾔﾄ             一般14 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

古野　智也           ﾌﾙﾉ ﾄﾓﾔ             一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

神成公一郎           ｶﾐﾅﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般17 男子 自由形  200m 一般男子

鳴本　織恵           ﾅﾙﾓﾄ ｵﾘｴ             一般18 女子 自由形   50m 一般女子

一般19 女子 自由形  100m 一般女子

中村　　恵          ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ            一般20 女子 自由形   50m 一般女子

一般21 女子 自由形  100m 一般女子

12705
氏名: カナ: 学校:No.:

海自下総        
性別: 申込種目:

慶長　文夫           ｹｲﾁｮｳ ﾌﾐｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

福島　健一           ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ            一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

田中　秀樹           ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

寺西　耕平           ﾃﾗﾆｼ ｺｳﾍｲ            一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般5 男子 自由形  100m ３０歳以上

寺西　洋平           ﾃﾗﾆｼ ﾖｳﾍｲ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

辻　慎一郎           ﾂｼﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ           一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

宮嶋　武綱           ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾂﾅ           一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

福田　久志           ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ             一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上
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福田　久志           ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ             一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

橋口　　将          ﾊｼｸﾞﾁ ｽｽﾑ            一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

伊村　守人           ｲﾑﾗ ﾓﾘﾋﾄ             一般13 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

倉嶋　晃広           ｸﾗｼﾏ ｱｷﾋﾛ            一般14 男子 自由形  100m 一般男子

12707
氏名: カナ: 学校:No.:

JFE千葉         
性別: 申込種目:

本郷　　晴          ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

満友　正人           ﾐﾂﾄﾓ ﾏｻﾄ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

橋本　高男           ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

明日香　健           ｱｽｶ ｹﾝ              一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

服部　匡成           ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾅﾘ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

安則　重雄           ﾔｽﾉﾘ ｼｹﾞｵ            一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

橋本　豊司           ﾊｼﾓﾄ ﾄﾖｼﾞ            一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

12742
氏名: カナ: 学校:No.:

ナチュラル      
性別: 申込種目:

生井　美紀           ﾅﾏｲ ﾐｷ              一般1 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

12751
氏名: カナ: 学校:No.:

日本都市        
性別: 申込種目:

黒須　和也           ｸﾛｽ ｶｽﾞﾔ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

12754
氏名: カナ: 学校:No.:

鎌ヶ谷西高校    
性別: 申込種目:

平本　武男           ﾋﾗﾓﾄ ﾀｹｵ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

12779
氏名: カナ: 学校:No.:

スイム一礼      
性別: 申込種目:

小森　康弘           ｺﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

12822
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ      
性別: 申込種目:

渡邉　一樹           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ           一般1 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

12856
氏名: カナ: 学校:No.:

シムラ印刷      
性別: 申込種目:

志村　　直          ｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

岡崎　　崇          ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

谷　　三用          ﾀﾆ ﾐﾂﾖ              一般5 女子 自由形   50m 一般女子

一般6 女子 バタフライ   50m 一般女子

12859
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＮ          
性別: 申込種目:

長野　三郎           ﾅｶﾞﾉ ｻﾌﾞﾛｳ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

日暮　雅美           ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻﾐ            一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

7/67 ページ2013年7月12日 19:54:52



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
日暮　雅美           ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻﾐ            一般3 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

13701
氏名: カナ: 学校:No.:

日本光電        
性別: 申込種目:

井川　康洋           ｲｶﾜ ﾔｽﾋﾛ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

13702
氏名: カナ: 学校:No.:

野村證券        
性別: 申込種目:

大平　資生           ｵｵﾋﾗ ﾓﾄｵ             一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

辻井　　喬          ﾂｼﾞｲ ｷｮｳ             一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

立石　耕平           ﾀﾃｲｼ ｺｳﾍｲ            一般3 男子 自由形  200m 一般男子

一般4 男子 自由形  400m 一般男子

宮下　和也           ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ            一般5 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

黒田　雄介           ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ            一般6 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

河村　拓実           ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ             一般7 男子 自由形  200m 一般男子

一般8 男子 個人メドレー  200m 一般男子

西山　佑二           ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ            一般9 男子 自由形  400m 一般男子

一般10 男子 バタフライ  100m 一般男子

入江　一気           ｲﾘｴ ｶｽﾞｷ             一般11 男子 自由形  100m 一般男子

田島　　初          ﾀｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ            一般12 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般13 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

13704
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
性別: 申込種目:

中村　哲也           ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ             一般1 男子 自由形  200m 一般男子

一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

13706
氏名: カナ: 学校:No.:

丸紅            
性別: 申込種目:

大倉　省人           ｵｵｸﾗ ﾏｻﾄ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

吉岡　晋一           ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

池田　正輝           ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ            一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

森田竜太郎           ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

定岡　　樹          ｻﾀﾞｵｶ ﾀﾂｷ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

13707
氏名: カナ: 学校:No.:

国際航業        
性別: 申込種目:

西村　智博           ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13708
氏名: カナ: 学校:No.:

日本生命東京    
性別: 申込種目:

嘉村　正和           ｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

野村富士雄           ﾉﾑﾗ ﾌｼﾞﾕ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

宮垣　淳一           ﾐﾔｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ         一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

中嶋　正尊           ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾉﾘ            一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

瀬口　康久           ｾｸﾞﾁ ﾔｽﾋｻ            一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

稲垣　政名           ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾅ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

佐藤　　悟          ｻﾄｳ ｻﾄﾙ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

五十嵐賢一           ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ           一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上
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五十嵐賢一           ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ           一般9 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

柄谷　和哉           ｶﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾔ            一般10 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般11 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

森井　省吾           ﾓﾘｲ ｼｮｳｺﾞ            一般12 男子 バタフライ  200m ３０歳以上

渡邉健太郎           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ          一般13 男子 自由形   50m ３０歳以上

大森　浩司           ｵｵﾓﾘ ｺｳｼﾞ            一般14 男子 自由形   50m ３０歳以上

石井　裕大           ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ            一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般16 男子 個人メドレー  200m 一般男子

三ツ井啓義           ﾐﾂｲ ﾋﾛﾖｼ             一般17 男子 バタフライ  100m 一般男子

高橋大二郎           ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ         一般18 男子 自由形  100m 一般男子

澄谷　　航          ｽﾐﾀﾆ ｺｳｷ             一般19 男子 自由形  200m 一般男子

竹内　友祐           ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ            一般20 男子 自由形  100m 一般男子

一般21 男子 個人メドレー  200m 一般男子

岩下　　愛          ｲﾜｼﾀ ｱｲ             一般22 女子 自由形   50m 一般女子

矢野加奈子           ﾔﾉ ｶﾅｺ              一般23 女子 自由形   50m 一般女子

加藤のぞみ           ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ             一般24 女子 自由形  100m 一般女子

阿部　暁子           ｱﾍﾞ ｱｷｺ             一般25 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

13709
氏名: カナ: 学校:No.:

ヒロスポーツ    
性別: 申込種目:

猪古　隆博           ｲｲｺ ﾀｶﾋﾛ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

13710
氏名: カナ: 学校:No.:

ＢＴＭＵ        
性別: 申込種目:

本吉　康昭           ﾓﾄﾖｼ ﾔｽｱｷ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤谷　直昭           ﾌｼﾞﾀﾆ ﾅｵｱｷ           一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

吉岡　正木           ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

植杉　正樹           ｳｴｽｷﾞ ﾏｻｷ            一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

衣笠　竜也           ｷﾇｶﾞｻ ﾀﾂﾔ            一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

津田真之介           ﾂﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ            一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

濱口福太郎           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾌｸﾀﾛｳ          一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

鎌田　陽介           ｶﾏﾀ ﾖｳｽｹ             一般13 男子 自由形  200m 一般男子

千熊　悠太           ﾁｸﾏ ﾕｳﾀ             一般14 男子 バタフライ  100m 一般男子

望月　徳子           ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾘｺ            一般15 女子 自由形  100m 一般女子

一般16 女子 自由形  200m 一般女子

田中小百合           ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ             一般17 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般18 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

渡久地瑛里           ﾄｸﾁ ｴﾘ              一般19 女子 自由形   50m 一般女子

一般20 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

森田　美雪           ﾓﾘﾀ ﾐﾕｷ             一般21 女子 自由形  100m 一般女子

一般22 女子 自由形  200m 一般女子

宮下　佳代           ﾐﾔｼﾀ ｶﾖ             一般23 女子 自由形   50m 一般女子

西田　百絵           ﾆｼﾀﾞ ﾓﾓｴ             一般24 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般25 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

深瀬美沙子           ﾌｶｾ ﾐｻｺ             一般26 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般27 女子 平泳ぎ  100m 一般女子
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13712
氏名: カナ: 学校:No.:

鉄道総研        
性別: 申込種目:

太田　岳洋           ｵｵﾀ ﾀｹﾋﾛ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

曽我部正道           ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ           一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

鈴木　浩明           ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ            一般3 男子 自由形  100m 一般男子

13713
氏名: カナ: 学校:No.:

SMTB            
性別: 申込種目:

轟　　芳枝          ﾄﾄﾞﾛｷ ﾖｼｴ            一般1 女子 自由形   50m 一般女子

一般2 女子 自由形  100m 一般女子

13714
氏名: カナ: 学校:No.:

東京都庁        
性別: 申込種目:

大知　弘明           ﾀﾞｲﾁ ﾋﾛｱｷ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

西小野清治           ﾆｼｵﾉ ｷﾖﾊﾙ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

直井　　亨          ﾅｵｲ ﾄｵﾙ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

金子　孝徳           ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ             一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

海瀬　　剛          ｶｲｾ ﾂﾖｼ             一般9 男子 自由形   50m ４０歳以上

鈴木　　淳          ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ             一般10 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

毛利　　厚          ﾓｳﾘ ｱﾂｼ             一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般12 男子 自由形  100m ３０歳以上

臼井　宏一           ｳｽｲ ﾋﾛｶｽﾞ            一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般14 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

大場　勝輝           ｵｵﾊﾞ ｶﾂｷ             一般15 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

辻　　真基          ﾂｼﾞ ﾏｻｷ             一般16 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般17 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

野村　謙太           ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ             一般18 男子 自由形  100m 一般男子

長藤　繁樹           ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｼｹﾞｷ          一般19 男子 自由形  100m 一般男子

一般20 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

大谷絵理子           ｵｵﾀﾆ ｴﾘｺ             一般21 女子 自由形  100m 一般女子

間宮　智子           ﾏﾐﾔ ﾄﾓｺ             一般22 女子 バタフライ   50m 一般女子

岡田美佐子           ｵｶﾀﾞ ﾐｻｺ             一般23 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般24 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

谷中　良子           ﾔﾅｶ ﾘｮｳｺ             一般25 女子 自由形   50m 一般女子

佐伯　絵里           ｻｴｷ ｴﾘ              一般26 女子 自由形   50m 一般女子

一般27 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

13717
氏名: カナ: 学校:No.:

日立情公共      
性別: 申込種目:

鈴木　　茂          ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

太田　浩史           ｵｵﾀ ﾋﾛﾌﾐ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

城戸　尉隆           ｷﾄﾞ ﾔｽﾀｶ             一般3 男子 自由形  100m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤井　智康           ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔｽ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

大木　昌義           ｵｵｷ ﾏｻﾖｼ             一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

富岡　重光           ﾄﾐｵｶ ｼｹﾞﾐﾂ           一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

石野ちはる           ｲｼﾉ ﾁﾊﾙ             一般9 女子 自由形   50m 一般女子

一般10 女子 自由形  100m 一般女子
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瀬木　絵理           ｾｷﾞ ｴﾘ              一般11 女子 自由形   50m 一般女子

13719
氏名: カナ: 学校:No.:

SCSK            
性別: 申込種目:

石田　温一           ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

米本　祥太           ｺﾒﾓﾄ ｼｮｳﾀ            一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

山元　　諭          ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

藤岡有佐子           ﾌｼﾞｵｶ ｱｻｺ            一般6 女子 自由形  100m 一般女子

一般7 女子 自由形  200m 一般女子

13721
氏名: カナ: 学校:No.:

ADK             
性別: 申込種目:

榊原　雅史           ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ          一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 自由形  200m 一般男子

13722
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱化学M       
性別: 申込種目:

古木　　梓          ﾌﾙｷ ｱｽﾞｻ             一般1 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般2 女子 個人メドレー  200m 一般女子

13723
氏名: カナ: 学校:No.:

日立ＭＤＤ      
性別: 申込種目:

清水　照久           ｼﾐｽﾞ ﾃﾙﾋｻ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

藤木　直人           ﾌｼﾞｷ ﾅｵﾄ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

佐藤　元幸           ｻﾄｳ ﾓﾄﾕｷ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13724
氏名: カナ: 学校:No.:

日立本社        
性別: 申込種目:

日野　龍二           ﾋﾉ ﾘｭｳｼﾞ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

河合謙二郎           ｶﾜｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ           一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

堀　信一郎           ﾎﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

諏訪　信之           ｽﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

小林　　誠          ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

13725
氏名: カナ: 学校:No.:

ノムラＳ        
性別: 申込種目:

野村　英司           ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

13729
氏名: カナ: 学校:No.:

横河電機        
性別: 申込種目:

下田　隆司           ｼﾓﾀﾞ ﾀｶｼ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

佐久間俊夫           ｻｸﾏ ﾄｼｵ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

佐藤　知史           ｻﾄｳ ﾄﾓﾁｶ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

桑原　　孝          ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

井上　　明          ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ             一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

片岡　浩一           ｶﾀｵｶ ｺｳｲﾁ            一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13730
氏名: カナ: 学校:No.:

マリン西新井    
性別: 申込種目:

鑓田　誠一           ﾔﾘﾀ ｾｲｲﾁ             一般1 男子 バタフライ   50m ５０歳以上
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13731
氏名: カナ: 学校:No.:

東京特別区      
性別: 申込種目:

石井　三男           ｲｼｲ ﾐﾂｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

高野　秀幸           ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ            一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

采野　　弘          ｳﾈﾉ ﾋﾛｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

飯田　辰徳           ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ            一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

島　　悦子          ｼﾏ ｴﾂｺ              一般5 女子 自由形   50m 一般女子

滝川　直美           ﾀｷｶﾞﾜ ﾅｵﾐ            一般6 女子 自由形   50m 一般女子

13733
氏名: カナ: 学校:No.:

ｴｰｻﾞｲ           
性別: 申込種目:

上田耕一郎           ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

寺沢　節男           ﾃﾗｻﾞﾜ ｾﾂｵ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

石井　孝夫           ｲｼｲ ﾀｶｵ             一般4 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般5 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

岡田　久義           ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾖｼ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

村山　英之           ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ           一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

渡邉　裕貴           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ            一般9 男子 自由形  100m 一般男子

神谷　明子           ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ             一般10 女子 自由形   50m 一般女子

一般11 女子 バタフライ   50m 一般女子

13734
氏名: カナ: 学校:No.:

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ      
性別: 申込種目:

林　　祥晃          ﾊﾔｼ ﾖｼﾃﾙ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

茂本　　実          ｼｹﾞﾓﾄ ﾐﾉﾙ            一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

根津　隆宏           ﾈﾂ ﾀｶﾋﾛ             一般4 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般5 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

稲井　美香           ｲﾅｲ ﾐｶ              一般6 女子 自由形   50m 一般女子

一般7 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

13737
氏名: カナ: 学校:No.:

三井不動産      
性別: 申込種目:

大塚　容子           ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ             一般1 女子 バタフライ  100m 一般女子

13738
氏名: カナ: 学校:No.:

旭梱包          
性別: 申込種目:

奥山　雅彦           ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋｺ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

13742
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ       
性別: 申込種目:

森嶋めぐみ           ﾓﾘｼﾏ ﾒｸﾞﾐ            一般1 女子 自由形  200m 一般女子

一般2 女子 バタフライ  100m 一般女子

13744
氏名: カナ: 学校:No.:

FS              
性別: 申込種目:

長谷川雄太           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ            一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

上野　哲弘           ｳｴﾉ ｱｷﾋﾛ             一般3 男子 バタフライ  100m 一般男子

13746
氏名: カナ: 学校:No.:

NTT DATA        
性別: 申込種目:

佐藤　靖嗣           ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上
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佐藤　靖嗣           ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

竹村　　裕          ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｼ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

山本　大祐           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ           一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

西澤　　真          ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝ             一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

日比野裕輔           ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ            一般8 男子 自由形  200m 一般男子

一般9 男子 自由形  400m 一般男子

13748
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱｽﾃﾗｽ           
性別: 申込種目:

田中　政紀           ﾀﾅｶ ﾏｻｷ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13749
氏名: カナ: 学校:No.:

日本IBM         
性別: 申込種目:

中里　　剛          ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｹｼ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

13750
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海上日動    
性別: 申込種目:

大槻　正明           ｵｵﾂｷ ﾏｻｱｷ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

梶田　耕生           ｶｼﾞﾀ ｺｳｾｲ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

本間　　仁          ﾎﾝﾏ ﾋﾄｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

西山　　志          ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ             一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

入江　　誠          ｲﾘｴ ﾏｺﾄ             一般8 男子 バタフライ  100m 一般男子

真保　大起           ｼﾝﾎﾞ ﾀﾞｲｷ            一般9 男子 個人メドレー  200m 一般男子

及川　翔太           ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ            一般10 男子 自由形  200m 一般男子

一般11 男子 バタフライ  100m 一般男子

平沢　優太           ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀ             一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

船津研太郎           ﾌﾅﾂ ｹﾝﾀﾛｳ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 自由形  200m 一般男子

神野　亜実           ｼﾞﾝﾉ ｱﾐ             一般15 女子 自由形  100m 一般女子

一般16 女子 自由形  200m 一般女子

小林　希帆           ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ             一般17 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般18 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

13751
氏名: カナ: 学校:No.:

日興通商        
性別: 申込種目:

森田　千晴           ﾓﾘﾀ ﾁﾊﾙ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

印南　正行           ｲﾝﾅﾐ ﾏｻﾕｷ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

森田　知美           ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ             一般5 女子 自由形  200m 一般女子

一般6 女子 個人メドレー  200m 一般女子

13752
氏名: カナ: 学校:No.:

大塚製薬        
性別: 申込種目:

堀場　和夫           ﾎﾘﾊﾞ ｶｽﾞｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

古川　　晶          ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13/67 ページ2013年7月12日 19:54:52



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
古川　　晶          ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾗ             一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

宮崎　拓巳           ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ            一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

大脇　公仁           ｵｵﾜｷ ｷﾐﾋﾄ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

藤　　洋州          ﾄｳ ｸﾆﾋﾛ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

山本　雅彦           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋｺ            一般9 男子 自由形  400m 一般男子

三科　正宏           ﾐｼﾅ ﾏｻﾋﾛ             一般10 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

西田　卓也           ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ             一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

神田　悠司           ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ            一般14 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般15 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

細川　　賢          ﾎｿｶﾜ ｹﾝ             一般16 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般17 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

山野　順平           ﾔﾏﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ          一般18 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般19 男子 自由形  100m ３０歳以上

石井　克児           ｲｼｲ ｶﾂｼﾞ             一般20 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般21 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

原　康太郎           ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ             一般22 男子 自由形  200m 一般男子

一般23 男子 バタフライ  200m 一般男子

小﨑　順平           ｺｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         一般24 男子 自由形  100m 一般男子

與市園　賢           ﾖｲﾁｿﾞﾉ ｹﾝ            一般25 男子 自由形  100m 一般男子

一般26 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

佐々木貴章           ｻｻｷ ﾀｶｱｷ             一般27 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般28 男子 バタフライ  200m 一般男子

小島涼太朗           ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ          一般29 男子 自由形  200m 一般男子

一般30 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

相島　千尋           ｱｲｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ            一般31 男子 自由形  400m 一般男子

一般32 男子 個人メドレー  200m 一般男子

梶　　綾子          ｶｼﾞ ｱﾔｺ             一般33 女子 自由形   50m 一般女子

髙田麻里葉           ﾀｶﾀﾞ ﾏﾘﾊ             一般34 女子 自由形  100m 一般女子

一般35 女子 自由形  200m 一般女子

原　さやか           ﾊﾗ ｻﾔｶ              一般36 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般37 女子 個人メドレー  200m 一般女子

伊達　友美           ﾀﾞﾃ ﾄﾓﾐ             一般38 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般39 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

13753
氏名: カナ: 学校:No.:

日立ｼｽﾃﾑｽﾞ      
性別: 申込種目:

橋本　貴成           ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼｹﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

松山　伸也           ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝﾔ             一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13755
氏名: カナ: 学校:No.:

江東区健スポ    
性別: 申込種目:

河田　　茂          ｶﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ            一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

13757
氏名: カナ: 学校:No.:

日本ＨＰ        
性別: 申込種目:

伊藤　　恵          ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾑ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

浦野　敏明           ｳﾗﾉ ﾄｼｱｷ             一般3 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般4 男子 バタフライ  200m 一般男子
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山本　賢治           ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ            一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

廣谷　　桂          ﾋﾛﾀﾆ ｹｲ             一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

竹下　雅洋           ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾋﾛ            一般9 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

青木　裕二           ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ             一般10 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

伊沢健太郎           ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ           一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

濱出憲一郎           ﾊﾏﾃﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ          一般14 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般15 男子 自由形  100m ３０歳以上

高橋　亮介           ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ           一般16 男子 自由形  100m 一般男子

一般17 男子 自由形  200m 一般男子

13759
氏名: カナ: 学校:No.:

美多加堂        
性別: 申込種目:

清田　圭一           ｷﾖﾀ ｹｲｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

13760
氏名: カナ: 学校:No.:

SMBC日興        
性別: 申込種目:

野田　義人           ﾉﾀﾞ ﾖｼﾄ             一般1 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13761
氏名: カナ: 学校:No.:

東京消防庁      
性別: 申込種目:

福田　由夫           ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

栗山　文男           ｸﾘﾔﾏ ﾌﾐｵ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

柴田　光伸           ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂﾉﾌﾞ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

平野　修也           ﾋﾗﾉ ﾅｵﾔ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

一般6 男子 バタフライ  100m 一般男子

斎藤　勇人           ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ             一般7 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

朝日　　翔          ｱｻﾋ ｼｮｳ             一般8 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

阿部　　大          ｱﾍﾞ ﾀﾞｲ             一般9 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

髙﨑　千明           ﾀｶｻｷ ﾁｱｷ             一般10 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般11 女子 個人メドレー  200m 一般女子

13764
氏名: カナ: 学校:No.:

三井住友銀行    
性別: 申込種目:

馬渡　健一           ﾏﾜﾀﾘ ｹﾝｲﾁ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

栗田　泰雄           ｸﾘﾀ ﾔｽｵ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

佐藤　慎一           ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

轟　　隆大          ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｶﾋﾛ           一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

原田　賢一           ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ            一般9 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般10 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

鳥海　光昭           ﾄﾘｳﾐ ﾐﾂｱｷ            一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

細田卓次郎           ﾎｿﾀﾞ ﾀｸｼﾞﾛｳ          一般13 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

天野　雄太           ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ             一般14 男子 自由形  200m 一般男子
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諏訪　浩平           ｽﾜ ｺｳﾍｲ             一般15 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

白垣　陽一           ｼﾗｶﾞｷ ﾖｳｲﾁ           一般16 男子 個人メドレー  200m 一般男子

及川　天徳           ｵｲｶﾜ ﾀｶﾉﾘ            一般17 男子 バタフライ  100m 一般男子

荻島　将平           ｵｷﾞｼﾏ ｼｮｳﾍｲ          一般18 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

西花孝一郎           ﾆｼﾊﾅ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般19 男子 自由形  100m 一般男子

三浦　翔太           ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ             一般20 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

鈴木　　慧          ｽｽﾞｷ ｹｲ             一般21 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

壇　隼也人           ﾀﾞﾝ ﾊﾔﾄ             一般22 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般23 男子 バタフライ  200m 一般男子

谷口　雄紀           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ            一般24 男子 自由形  100m 一般男子

一般25 男子 個人メドレー  200m 一般男子

齋藤　和世           ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ            一般26 女子 自由形   50m 一般女子

橋本由紀子           ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ             一般27 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

加藤　沙穂           ｶﾄｳ ｻﾎ              一般28 女子 自由形  100m 一般女子

田渕　妙子           ﾀﾌﾞﾁ ﾀｴｺ             一般29 女子 自由形  100m 一般女子

関原　智美           ｾｷﾊﾗ ｻﾄﾐ             一般30 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

冨田麻由美           ﾄﾐﾀ ﾏﾕﾐ             一般31 女子 バタフライ   50m 一般女子

秋和かおり           ｱｷﾜ ｶｵﾘ             一般32 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般33 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

青松果奈美           ｱｵﾏﾂ ｶﾅﾐ             一般34 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

福井友希那           ﾌｸｲ ﾕｷﾅ             一般35 女子 自由形   50m 一般女子

野澤　由衣           ﾉｻﾞﾜ ﾕｲ             一般36 女子 バタフライ   50m 一般女子

堤　　唯香          ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ             一般37 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般38 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

13767
氏名: カナ: 学校:No.:

都立久留米特支・
性別: 申込種目:

髙橋　慎博           ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13771
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾐｽﾞﾉ            
性別: 申込種目:

伊藤　　真          ｲﾄｳ ﾏｺﾄ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

白井　裕樹           ｼﾗｲ ﾕｳｷ             一般2 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般3 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

福留　尚子           ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ            一般4 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般5 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

13774
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾗｲﾌﾈｯﾄ生命      
性別: 申込種目:

飯野　和宏           ｲｲﾉ ｶｽﾞﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

13775
氏名: カナ: 学校:No.:

ゆうちょ銀行    
性別: 申込種目:

深谷　考平           ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13777
氏名: カナ: 学校:No.:

ルネサス武蔵    
性別: 申込種目:

伊藤　雅之           ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

大林　雄次           ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ          一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

13778
氏名: カナ: 学校:No.:

みずほ銀行      
性別: 申込種目:
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新田　信行           ﾆｯﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

岡野　浩寿           ｵｶﾉ ｺｳｼﾞｭ            一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

永冨　　功          ﾅｶﾞﾄﾐ ｲｻｵ            一般4 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

大熊　和興           ｵｵｸﾏ ｶｽﾞｵｷ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

貝瀬　都武           ｶｲｾ ｸﾆﾀｹ             一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

栗原　秀樹           ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ            一般9 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

宮村　明之           ﾐﾔﾑﾗ ｱｷﾕｷ            一般10 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

臼井　純人           ｳｽｲ ｽﾐﾄ             一般12 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

小森　啓司           ｺﾓﾘ ｹｲｼﾞ             一般13 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般14 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤江　弘和           ﾌｼﾞｴ ﾋﾛｶｽﾞ           一般15 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般16 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

山下　　准          ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ            一般17 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般18 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

小松　　宏          ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ             一般19 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般20 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

小巻　篤史           ｺﾏｷ ｱﾂｼ             一般21 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

一般22 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

神野　洋行           ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ            一般23 男子 自由形  100m 一般男子

一般24 男子 自由形  200m 一般男子

崎山　恵右           ｻｷﾔﾏ ｹｲｽｹ            一般25 男子 個人メドレー  200m 一般男子

畑　　秀明          ﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ             一般26 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

大森　章弘           ｵｵﾓﾘ ｱｷﾋﾛ            一般27 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

立入　啓浩           ﾀﾁｲﾘ ｱｷﾋﾛ            一般28 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般29 男子 バタフライ  200m 一般男子

岩崎　裕樹           ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ             一般30 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般31 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

今井　涼介           ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ            一般32 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般33 男子 個人メドレー  200m 一般男子

久保　雄誠           ｸﾎﾞ ﾀｹﾏｻ             一般34 男子 自由形  100m 一般男子

一般35 男子 自由形  200m 一般男子

小池　あや           ｺｲｹ ｱﾔ              一般36 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般37 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

望月　彩圭           ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ            一般38 女子 自由形   50m 一般女子

13780
氏名: カナ: 学校:No.:

TBS             
性別: 申込種目:

石丸　彰彦           ｲｼﾏﾙ ｱｷﾋｺ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

中村　公彦           ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾋｺ            一般2 男子 自由形  100m 一般男子

13782
氏名: カナ: 学校:No.:

JR東日本        
性別: 申込種目:

渡邉　久利           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾄｼ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

関根　末吉           ｾｷﾈ ｽｴｷﾁ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

浜辺　秀典           ﾊﾏﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ           一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

神田　敏克           ｶﾝﾀﾞ ﾄｼｶﾂ            一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

岡田　考司           ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

塩原　成明           ｼｵﾊﾗ ﾅﾘｱｷ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

伊藤　健一           ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ             一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上
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吉田　　篤          ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ             一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

海老原直樹           ｴﾋﾞﾊﾗ ﾅｵｷ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

清原　隼人           ｷﾖﾊﾗ ﾊﾔﾄ             一般10 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

大場　雄司           ｵｵﾊﾞ ﾕｳｼﾞ            一般11 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

谷津　和宏           ﾔﾂ ｶｽﾞﾋﾛ             一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

佐藤　　努          ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ             一般13 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

五十嵐幸平           ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾍｲ           一般14 男子 自由形  100m ３０歳以上

越田　聖也           ｺｼﾀ ｾｲﾔ             一般15 男子 自由形  100m 一般男子

小嶌　　亮          ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ             一般16 男子 自由形  100m 一般男子

増田　　究          ﾏｽﾀﾞ ｷﾜﾑ             一般17 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

下村　浩平           ｼﾓﾑﾗ ｺｳﾍｲ            一般18 男子 自由形  200m 一般男子

榎戸　龍広           ｴﾉｷﾄﾞ ﾀﾂﾋﾛ           一般19 男子 自由形  200m 一般男子

小野寺皇稀           ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｷ            一般20 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般21 男子 個人メドレー  200m 一般男子

工藤麻友美           ｸﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ             一般22 女子 自由形   50m 一般女子

一般23 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

金子　友紀           ｶﾈｺ ﾕｳｷ             一般24 女子 自由形   50m 一般女子

夛田　玲子           ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ             一般25 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

一般26 女子 バタフライ   50m 一般女子

13783
氏名: カナ: 学校:No.:

KYOCERA         
性別: 申込種目:

久本　和輝           ﾋｻﾓﾄ ｶｽﾞｷ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

勘場　一志           ｶﾝﾊﾞ ｶｽﾞｼ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

戸地　央次           ﾄｼﾞ ｵｳｼﾞ             一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

杉本　直之           ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

水舩　光教           ﾐｽﾞﾌﾈ ﾐﾂﾉﾘ           一般8 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

政田　智昭           ﾏｻﾀﾞ ﾄﾓｱｷ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

中園　博喜           ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾛｷ            一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

高田　篤嗣           ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ             一般12 男子 自由形  100m ３０歳以上

山本　直幸           ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ            一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

難波　　智          ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄｼ             一般14 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

安達　裕之           ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ            一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

中川　裕介           ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ           一般17 男子 自由形  100m 一般男子

一般18 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

石原　一樹           ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ            一般19 男子 バタフライ  100m 一般男子

山本　隆教           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ            一般20 男子 自由形  100m 一般男子

髙木　美希           ﾀｶﾞｷﾞ ﾐｷ             一般21 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

鎌田　真歩           ｶﾏﾀ ﾏﾎ              一般22 女子 自由形   50m 一般女子

内野　広絵           ｳﾁﾉ ﾋﾛｴ             一般23 女子 自由形   50m 一般女子

一般24 女子 自由形  100m 一般女子

平原　雪子           ﾋﾗﾊﾗ ﾕｷｺ             一般25 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

13785
氏名: カナ: 学校:No.:

ミキハウス      
性別: 申込種目:

佐藤　久佳           ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 背泳ぎ  100m 一般男子
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13786
氏名: カナ: 学校:No.:

環境省          
性別: 申込種目:

苦瀬　雅仁           ｸｾ ﾏｻﾋﾄ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13788
氏名: カナ: 学校:No.:

協和物産        
性別: 申込種目:

中西　正一           ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｲﾁ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

13790
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＲ貨物        
性別: 申込種目:

鈴木　稔英           ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾃﾞ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

河野慎一郎           ｺｳﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ           一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

植野　辰悟           ｳｴﾉ ｼﾝｺﾞ             一般5 男子 自由形  400m 一般男子

一般6 男子 バタフライ  100m 一般男子

李家　伸司           ﾘﾉｲｴ ｼﾝｼﾞ            一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

橋本　邦男           ﾊｼﾓﾄ ｸﾆｵ             一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

山崎隆一朗           ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ         一般10 男子 自由形  200m 一般男子

一般11 男子 バタフライ  100m 一般男子

13791
氏名: カナ: 学校:No.:

寺島税務会計    
性別: 申込種目:

寺島　　滋          ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

13792
氏名: カナ: 学校:No.:

国立印刷局      
性別: 申込種目:

山口　秀明           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ          一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

橋本　浩二           ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

13793
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾆﾎﾝﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ     
性別: 申込種目:

渡邊佐武朗           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾌﾞﾛｳ          一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13794
氏名: カナ: 学校:No.:

武蔵野市役所    
性別: 申込種目:

中野　純子           ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ            一般1 女子 自由形   50m 一般女子

一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

武井　晶子           ﾀｹｲ ｱｷｺ             一般3 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般4 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

13797
氏名: カナ: 学校:No.:

DHW             
性別: 申込種目:

高橋　友浩           ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ            一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

13798
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾔﾌｰｼﾞｬﾊﾟﾝ       
性別: 申込種目:

井手　通雄           ｲﾃﾞ ﾐﾁｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

神田　　謙          ｶﾝﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上
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塚　　　穣          ﾂｶ ﾐﾉﾙ              一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

奥平　竜司           ｵｸﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞ           一般7 男子 自由形  100m 一般男子

一般8 男子 自由形  200m 一般男子

13800
氏名: カナ: 学校:No.:

MPS東京         
性別: 申込種目:

松田　修一           ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13803
氏名: カナ: 学校:No.:

フットマーク    
性別: 申込種目:

木村　悠人           ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

13807
氏名: カナ: 学校:No.:

エンドレス      
性別: 申込種目:

西村　泰一           ﾆｼﾑﾗ ﾔｽｶｽﾞ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

羽生　忠志           ﾊﾆｭｳ ﾀﾀﾞｼ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

13809
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｍ企画          
性別: 申込種目:

森田　恒世           ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

13810
氏名: カナ: 学校:No.:

NTS             
性別: 申込種目:

八坂　文規           ﾔｻｶ ﾌﾐﾉﾘ             一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13813
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾄｺｳｴﾝｷｮｳｶｲ      
性別: 申込種目:

尼崎　弘之           ｱﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13816
氏名: カナ: 学校:No.:

岡三証券        
性別: 申込種目:

各務　勇喜           ｶｶﾞﾐ ﾕｳｷ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

上原　大悟           ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ           一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

遠藤　　将          ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ           一般3 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

一般4 男子 個人メドレー  200m 一般男子

高柳　玲子           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｲｺ           一般5 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般6 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

13820
氏名: カナ: 学校:No.:

TGS             
性別: 申込種目:

林　　　章          ﾊﾔｼ ｱｷﾗ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

田中　一則           ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ            一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

布川　広幸           ﾇﾉｶﾜ ﾋﾛﾕｷ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

木原　　仁          ｷﾊﾗ ﾋﾄｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

13821
氏名: カナ: 学校:No.:

伊藤忠商事      
性別: 申込種目:

渡部　正一           ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

岩城　哲雄           ｲﾜｷ ﾃﾂｵ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

松本　岳志           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

森田虎太郎           ﾓﾘﾀ ｺﾀﾛｳ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上
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賀張　達朗           ｶﾞﾊﾞﾘ ﾀﾂﾛｳ           一般6 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

苅谷　祐一           ｶﾘﾔ ﾕｳｲﾁ             一般7 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

13823
氏名: カナ: 学校:No.:

中外製薬        
性別: 申込種目:

熊谷　文男           ｸﾏｶﾞｲ ﾌﾐｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

秋吉　寿継           ｱｷﾖｼ ﾄｼﾂｸﾞ           一般3 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

森田　康二           ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

13826
氏名: カナ: 学校:No.:

東京スター銀行  
性別: 申込種目:

小野寺　誠           ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13830
氏名: カナ: 学校:No.:

三井物産        
性別: 申込種目:

石井　大輔           ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ            一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

13831
氏名: カナ: 学校:No.:

（株）オープンハ
性別: 申込種目:

荒牧　勝鷹           ｱﾗﾏｷ ｶﾂﾀｶ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13833
氏名: カナ: 学校:No.:

プリマハム      
性別: 申込種目:

内山　高弘           ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾖｼﾉｺﾞﾑ          
性別: 申込種目:

本田　康治           ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

13836
氏名: カナ: 学校:No.:

三井住友海上    
性別: 申込種目:

窪田　　博          ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

田村　耕一           ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

格谷　　隆          ｶｸﾀﾆ ﾀｶｼ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

細田雄太郎           ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ           一般7 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

花村　崇裕           ﾊﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ            一般8 男子 自由形  100m 一般男子

一般9 男子 自由形  200m 一般男子

周東　将士           ｼｭｳﾄｳ ﾏｻｼ            一般10 男子 バタフライ  100m 一般男子

團　　秀隆          ﾀﾞﾝ ﾋﾃﾞﾀｶ            一般11 男子 自由形  200m 一般男子

一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

村野　遼太           ﾑﾗﾉ ﾘｮｳﾀ             一般13 男子 自由形  100m 一般男子

細木健太郎           ﾎｿｷ ｹﾝﾀﾛｳ            一般14 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般15 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

安藤　直輝           ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ            一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般17 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

鈴木麻衣子           ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ             一般18 女子 バタフライ   50m 一般女子
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鈴木麻衣子           ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ             一般19 女子 バタフライ  100m 一般女子

輪島　裕美           ﾜｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ             一般20 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

松田　綾花           ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ             一般21 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般22 女子 個人メドレー  200m 一般女子

河岡　紗衣           ｶﾜｵｶ ｻｴ             一般23 女子 自由形   50m 一般女子

村上　　栞          ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ             一般24 女子 自由形   50m 一般女子

一般25 女子 バタフライ   50m 一般女子

松井　聡子           ﾏﾂｲ ｻﾄｺ             一般26 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般27 女子 個人メドレー  200m 一般女子

13837
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ        
性別: 申込種目:

鈴木　大介           ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ           一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 自由形  200m 一般男子

13839
氏名: カナ: 学校:No.:

ネクステージ    
性別: 申込種目:

西森　英行           ﾆｼﾓﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

13840
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾄﾞｺﾓ            
性別: 申込種目:

鈴木謙太朗           ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ           一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子

13843
氏名: カナ: 学校:No.:

かんぽ生命      
性別: 申込種目:

堀家　吉人           ﾎﾘｲｴ ﾖｼﾄ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

13844
氏名: カナ: 学校:No.:

上信商事        
性別: 申込種目:

津久井健一郎         ﾂｸｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

13845
氏名: カナ: 学校:No.:

ｵｰｾﾞｯﾄ商会      
性別: 申込種目:

佐藤　智幸           ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

13850
氏名: カナ: 学校:No.:

リコー          
性別: 申込種目:

山下　晃弘           ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

伊藤　秀行           ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ            一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

13853
氏名: カナ: 学校:No.:

生化学工業      
性別: 申込種目:

川畠　和巳           ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾐ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

松田　佳奈           ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅ             一般3 女子 自由形   50m 一般女子

一般4 女子 自由形  100m 一般女子

13856
氏名: カナ: 学校:No.:

東京SC職員      
性別: 申込種目:

加藤　ゆか           ｶﾄｳ ﾕｶ              一般1 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般2 女子 バタフライ  100m 一般女子
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13918
氏名: カナ: 学校:No.:

JSMS            
性別: 申込種目:

平井　康翔           ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ             一般1 男子 自由形  400m 一般男子

13983
氏名: カナ: 学校:No.:

第一生命情報    
性別: 申込種目:

遠藤　直人           ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            一般1 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

13987
氏名: カナ: 学校:No.:

みずほ証券      
性別: 申込種目:

糸川　周作           ｲﾄｶﾜ ｼｭｳｻｸ           一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

猪狩　芳文           ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾌﾐ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

小山　知子           ｺﾔﾏ ﾄﾓｺ             一般5 女子 自由形   50m 一般女子

一般6 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

13988
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾｺﾑ             
性別: 申込種目:

林　　宏行          ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

13992
氏名: カナ: 学校:No.:

ｵｰﾋﾞｯｸ          
性別: 申込種目:

根岸　茉美           ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ             一般1 女子 バタフライ  100m 一般女子

小畑　沙織           ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ             一般2 女子 自由形   50m 一般女子

13993
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾｷｽｲﾊｲﾑ         
性別: 申込種目:

堀井　隆太           ﾎﾘｲ ﾘｭｳﾀ             一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

篠崎　友平           ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ           一般3 男子 個人メドレー  200m 一般男子

14700
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ京浜      
性別: 申込種目:

中村　康英           ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

小倉　智也           ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾅﾘ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

藤本　　忠          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ           一般5 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

横久　浩二           ﾖｺﾋｻ ｺｳｼﾞ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

桑原　達夫           ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾂｵ            一般7 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

高島　浩靖           ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾔｽ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

杉沢　毅志           ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

山口　学功           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ           一般11 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般12 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

東郷　英章           ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ          一般13 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般14 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

林　　真也          ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ             一般15 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

市地　　誠          ｲﾁｼﾞ ﾏｺﾄ             一般16 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

橋爪　忠久           ﾊｼﾂﾒ ﾀﾀﾞﾋｻ           一般17 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

内山慎太郎           ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ           一般18 男子 自由形  100m 一般男子
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池上　　肇          ｲｹｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ           一般19 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般20 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

植木　貴生           ｳｴｷ ﾀｶｵ             一般21 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般22 男子 バタフライ  200m 一般男子

箕成　貴之           ﾐﾅﾘ ﾀｶﾕｷ             一般23 男子 自由形  100m 一般男子

一般24 男子 自由形  200m 一般男子

竹本　崇志           ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ             一般25 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般26 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

山﨑　智史           ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ            一般27 男子 自由形  400m 一般男子

一般28 男子 個人メドレー  200m 一般男子

島田　良祐           ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ           一般29 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般30 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

瀬田　寛人           ｾﾀ ﾋﾛﾄ              一般31 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般32 男子 バタフライ  200m 一般男子

三島　将嵩           ﾐｼﾏ ﾏｻﾀｶ             一般33 男子 自由形  200m 一般男子

木幡　　開          ｺﾊﾀ ｶｲ              一般34 男子 自由形  400m 一般男子

一般35 男子 個人メドレー  200m 一般男子

氏林　倭人           ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ          一般36 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般37 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

14701
氏名: カナ: 学校:No.:

NEC             
性別: 申込種目:

鷹觜　紀雄           ﾀｶﾉﾊｼ ﾉﾘｵ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

安藤　正信           ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ          一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

北島　明生           ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷｵ            一般4 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

村上　雅彦           ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ            一般6 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

水島　　正          ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻｼ            一般7 男子 自由形   50m ５０歳以上

斉藤　総一           ｻｲﾄｳ ｿｳｲﾁ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

手塚　次郎           ﾃﾂﾞｶ ｼﾞﾛｳ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

堀井　秀明           ﾎﾘｲ ﾋﾃﾞｱｷ            一般10 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

国分　徹也           ｺｸﾌﾞﾝ ﾃﾂﾔ            一般12 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

関　　孝浩          ｾｷ ﾀｶﾋﾛ             一般13 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般14 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

谷口　康夫           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽｵ            一般15 男子 自由形  200m 一般男子

一般16 男子 自由形  400m 一般男子

加藤　政樹           ｶﾄｳ ﾏｻｷ             一般17 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般18 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

西木　暁己           ｻｲｷ ｱｷﾐ             一般19 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般20 男子 自由形  100m ３０歳以上

松井　　聡          ﾏﾂｲ ｻﾄｼ             一般21 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般22 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

伊藤　祐輔           ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ             一般23 男子 自由形  100m ３０歳以上

鈴木　博一           ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ           一般24 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般25 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

濱本　章裕           ﾊﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ            一般26 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般27 男子 バタフライ  200m 一般男子

杉山　克幸           ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾕｷ           一般28 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般29 男子 個人メドレー  200m 一般男子

藤田　和也           ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ            一般30 男子 自由形  100m 一般男子
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藤田　和也           ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ            一般31 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

山本　　譲          ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮｳ            一般32 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

久保　優人           ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ             一般33 男子 自由形  100m 一般男子

一般34 男子 自由形  200m 一般男子

金井真寿美           ｶﾅｲ ﾏｽﾐ             一般35 女子 自由形   50m 一般女子

14702
氏名: カナ: 学校:No.:

海自横須賀      
性別: 申込種目:

西尾　幸治           ﾆｼｵ ｺｳｼﾞ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

永石　秀樹           ﾅｶﾞｲｼ ﾋﾃﾞｷ           一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

若松　歳明           ﾜｶﾏﾂ ﾄｼｱｷ            一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

細井　　成          ﾎｿｲ ｼﾞｮｳ             一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

芳司　　修          ﾎｳｼ ｵｻﾑ             一般8 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

野津　英秋           ﾉｽﾞ ﾋﾃﾞｱｷ            一般10 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

榊原　里志           ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾄｼ           一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般12 男子 自由形  100m ３０歳以上

北田健太郎           ｷﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ           一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般14 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

佐々木弘樹           ｻｻｷ ﾋﾛｷ             一般15 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般16 男子 自由形  100m ３０歳以上

中村　隆彦           ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｺ            一般17 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般18 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

柾木　伸正           ﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾏｻ            一般19 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

落合　誉通           ｵﾁｱｲ ﾀｶﾕｷ            一般20 男子 個人メドレー  200m 一般男子

村﨑　悠太           ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ             一般21 男子 自由形  200m 一般男子

一般22 男子 自由形  400m 一般男子

塚本　達也           ﾂｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ             一般23 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

柳瀬　浩喜           ﾔﾅｾ ﾋﾛｷ             一般24 男子 自由形  400m 一般男子

清水　輝久           ｼﾐｽﾞ ﾃﾙﾋｻ            一般25 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

我妻　　昂          ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ            一般26 男子 自由形  100m 一般男子

一般27 男子 自由形  200m 一般男子

片岡　裕也           ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ             一般28 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般29 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

鹿志村公大           ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ           一般30 男子 個人メドレー  200m 一般男子

瀬良　健太           ｾﾗ ｹﾝﾀ              一般31 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般32 男子 バタフライ  200m 一般男子

工藤　孝史           ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ             一般33 男子 自由形  100m 一般男子

奥脇　健太           ｵｸﾜｷ ｹﾝﾀ             一般34 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

戸田　登偉           ﾄﾀﾞ ﾄｳｲ             一般35 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

井手　香那           ｲﾃﾞ ｶﾅ              一般36 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

長屋　有紀           ﾅｶﾞﾔ ﾕｷ             一般37 女子 自由形   50m 一般女子

一般38 女子 自由形  100m 一般女子

石井　優美           ｲｼｲ ﾕﾐ              一般39 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般40 女子 バタフライ  100m 一般女子

阿部　桜子           ｱﾍﾞ ｻｸﾗｺ             一般41 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般42 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

山脇　朋香           ﾔﾏﾜｷ ﾄﾓｶ             一般43 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般44 女子 バタフライ  100m 一般女子
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野口明日香           ﾉｸﾞﾁ ｱｽｶ             一般45 女子 自由形  200m 一般女子

一般46 女子 個人メドレー  200m 一般女子

三戸明日香           ﾐﾄ ｱｽｶ              一般47 女子 自由形   50m 一般女子

一般48 女子 自由形  100m 一般女子

逢坂ひかる           ｵｵｻｶ ﾋｶﾙ             一般49 女子 自由形  200m 一般女子

一般50 女子 個人メドレー  200m 一般女子

14704
氏名: カナ: 学校:No.:

富士通          
性別: 申込種目:

豊田　　稔          ﾄﾖﾀ ﾐﾉﾙ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

上野　雅好           ｳｴﾉ ﾏｻﾖｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

益永　裕司           ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ           一般4 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

中石　　光          ﾅｶｲｼ ﾋｶﾙ             一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

辻　　　学          ﾂｼﾞ ﾏﾅﾌﾞ             一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

佐藤　清吾           ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ             一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

早川　友二           ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ            一般10 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

沼田　貴俊           ﾇﾏﾀ ﾀｶﾄｼ             一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

梅崎　　悟          ｳﾒｻﾞｷ ｻﾄﾙ            一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

稲生　浩明           ｲﾉｳ ﾋﾛｱｷ             一般14 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般15 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

大塚　雅夢           ｵｵﾂｶ ﾏｻﾑ             一般16 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

高松　泰武           ﾀｶﾏﾂ ﾔｽﾀｹ            一般17 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般18 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

星田　　悠          ﾎｼﾀﾞ ﾕｳ             一般19 男子 自由形   50m ３０歳以上

中山　佑介           ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ            一般20 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般21 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

白井　宏幸           ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ             一般22 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般23 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

大野　孝之           ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ             一般24 男子 個人メドレー  200m 一般男子

井土　清貴           ｲﾄﾞ ｷﾖﾀｶ             一般25 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般26 男子 バタフライ  200m 一般男子

村松　由規           ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ            一般27 男子 自由形  100m 一般男子

一般28 男子 バタフライ  100m 一般男子

上野　公志           ｳｴﾉ ﾏｻｼ             一般29 男子 自由形  200m 一般男子

一般30 男子 自由形  400m 一般男子

深山　元聡           ﾐﾔﾏ ﾓﾄｱｷ             一般31 男子 自由形  400m 一般男子

一般32 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

小西　一輝           ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ             一般33 男子 自由形  100m 一般男子

一般34 男子 自由形  200m 一般男子

桜井　祐輝           ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ             一般35 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般36 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

伊与部　嵩           ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ             一般37 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般38 男子 個人メドレー  200m 一般男子

14707
氏名: カナ: 学校:No.:

日立小田原      
性別: 申込種目:

黒沢　　聡          ｸﾛｻﾜ ｻﾄﾙ             一般1 男子 自由形  200m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  100m 一般男子
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14708
氏名: カナ: 学校:No.:

富士フイルム    
性別: 申込種目:

鈴木　章弘           ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

金子　昌也           ｶﾈｺ ﾏｻﾔ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

桂　　洋史          ｶﾂﾗ ﾋﾛﾌﾐ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

篠原　尚人           ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾄ             一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

青木　雅仁           ｱｵｷ ﾏｻﾋﾄ             一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上

今田　有紀           ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｷ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

松本　有史           ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ            一般12 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般13 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

日澤　美紀           ﾋｻﾞﾜ ﾐｷ             一般14 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般15 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

14709
氏名: カナ: 学校:No.:

平塚市役所      
性別: 申込種目:

岡崎　　肇          ｵｶｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

14712
氏名: カナ: 学校:No.:

キヤノン        
性別: 申込種目:

山中　英夫           ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

菊池　裕一           ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ             一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 自由形  200m 一般男子

小島　裕貴           ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

一般6 男子 自由形  200m 一般男子

平井　綾子           ﾋﾗｲ ｱﾔｺ             一般7 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般8 女子 バタフライ  100m 一般女子

14716
氏名: カナ: 学校:No.:

パナソニック    
性別: 申込種目:

東内　裕志           ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾕｳｼﾞ          一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

國富　和之           ｸﾆﾄﾐ ｶｽﾞﾕｷ           一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

池田　　清          ｲｹﾀﾞ ｷﾖｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

岡田　　学          ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ            一般5 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

伊藤　暢昭           ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ            一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

難波　雄一           ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳｲﾁ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

鵜飼　拓男           ｳｶｲ ﾀｸｵ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

平尾　　恒          ﾋﾗｵ ｺｳ              一般12 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般13 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

永野　明子           ﾅｶﾞﾉ ｱｷｺ             一般14 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般15 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

田口　晴菜           ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ             一般16 女子 自由形   50m 一般女子

一般17 女子 自由形  100m 一般女子
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田所　　遥          ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ            一般18 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般19 女子 バタフライ  100m 一般女子

14718
氏名: カナ: 学校:No.:

日産車体        
性別: 申込種目:

中村　光幸           ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾕｷ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

14721
氏名: カナ: 学校:No.:

いすゞ中研      
性別: 申込種目:

今西　　明          ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ             一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

14723
氏名: カナ: 学校:No.:

相模原市役所    
性別: 申込種目:

渡部　利幸           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

坂本　弥生           ｻｶﾓﾄ ﾔﾖｲ             一般3 女子 自由形   50m 一般女子

一般4 女子 バタフライ   50m 一般女子

渡部菜保子           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎｺ            一般5 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

14725
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽ       
性別: 申込種目:

岩瀬　一人           ｲﾜｾ ｶｽﾞﾋﾄ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

14728
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱重工横浜    
性別: 申込種目:

田中　藤太           ﾀﾅｶ ﾄｳﾀ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

14730
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱化学横浜    
性別: 申込種目:

村山　正勝           ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｶﾂ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

臼井　義浩           ｳｽｲ ﾖｼﾋﾛ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

平井　未希           ﾋﾗｲ ﾐｷ              一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

藤田　重晴           ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾊﾙ           一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

赤井日出子           ｱｶｲ ﾋﾃﾞｺ             一般6 女子 自由形   50m 一般女子

14732
氏名: カナ: 学校:No.:

日本ヒルティ    
性別: 申込種目:

平尾　彰敏           ﾋﾗｵ ｱｷﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

14733
氏名: カナ: 学校:No.:

IBM             
性別: 申込種目:

宮内　　真          ﾐﾔｳﾁ ｼﾝ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

14738
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市役所      
性別: 申込種目:

長嶋　砂夫           ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾅｵ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

中野　　恩          ﾅｶﾉ ﾒｸﾞﾐ             一般2 女子 個人メドレー  200m 一般女子

14743
氏名: カナ: 学校:No.:

建装工業        
性別: 申込種目:

中村　　徹          ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

14744
氏名: カナ: 学校:No.:

京王観光        
性別: 申込種目:
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鳴嶋　康雄           ﾅﾙｼﾏ ﾔｽｵ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

八塚　洋明           ﾔﾂﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ           一般3 男子 自由形  100m 一般男子

14745
氏名: カナ: 学校:No.:

宮田工業        
性別: 申込種目:

山村　良一           ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

14747
氏名: カナ: 学校:No.:

東芝横浜        
性別: 申込種目:

安部　智貴           ｱﾍﾞ ﾄﾓﾀｶ             一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

仁木　隆裕           ﾆｷ ﾀｶﾋﾛ             一般3 男子 自由形  400m 一般男子

柄谷　佑樹           ｶﾗﾔ ﾕｳｷ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

14752
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾞｵﾝ            
性別: 申込種目:

児玉　　仁          ｺﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ             一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

和智謙一郎           ﾜﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ            一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

新藤奈津子           ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｺ            一般4 女子 自由形  100m 一般女子

一般5 女子 自由形  200m 一般女子

14753
氏名: カナ: 学校:No.:

Meiji HD        
性別: 申込種目:

田上　雄次           ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ            一般1 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

別府　史朗           ﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾛｳ            一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

滝澤　博正           ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ           一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

田村　隆由           ﾀﾑﾗ ﾀｶﾖｼ             一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

田端　祐二           ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ            一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

浅野　茂信           ｱｻﾉ ｼｹﾞﾉﾌﾞ           一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

伊藤　紘基           ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

生井　吾朗           ｲｸｲ ｺﾞﾛｳ             一般12 男子 自由形  200m 一般男子

石川　洋平           ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

山崎　允史           ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ           一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

木村　　拓          ｷﾑﾗ ﾀｸ              一般17 男子 自由形  100m 一般男子

一般18 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

斎藤　　恵          ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ            一般19 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

伊藤　綾子           ｲﾄｳ ｱﾔｺ             一般20 女子 自由形   50m 一般女子

口丸　麻美           ｸﾁﾏﾙ ｱｻﾐ             一般21 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

末森　香織           ｽｴﾓﾘ ｶｵﾘ             一般22 女子 自由形   50m 一般女子

住友　彩香           ｽﾐﾄﾓ ｱﾔｶ             一般23 女子 自由形  100m 一般女子

14757
氏名: カナ: 学校:No.:

海自横連        
性別: 申込種目:

飯田　彰夫           ｲｲﾀﾞ ｱｷｵ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上
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飯田　彰夫           ｲｲﾀﾞ ｱｷｵ             一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

伊藤　秀介           ｲﾄｳ ｼｭｳｽｹ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

美濃部公貴           ﾐﾉﾍﾞ ｷﾐﾀｶ            一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

戸上　広章           ﾄｶﾞﾐ ﾋﾛｱｷ            一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

渡邉文五士           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｻｼ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

尾崎　貴英           ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ           一般9 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

中ノ内豊大           ﾅｶﾉｳﾁ ﾚｵ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

堤　　崇志          ﾂﾂﾐ ﾀｶｼ             一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般13 男子 個人メドレー  200m 一般男子

徳竹　哲大           ﾄｸﾀｹ ｱｷﾋﾛ            一般14 男子 自由形  100m 一般男子

一般15 男子 自由形  200m 一般男子

森田　啓介           ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ             一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般17 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

前澤　勝利           ﾏｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾘ           一般18 男子 自由形  200m 一般男子

一般19 男子 自由形  400m 一般男子

佐藤　光蔵           ｻﾄｳ ｺｳｿﾞｳ            一般20 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般21 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

森田　知子           ﾓﾘﾀ ﾄﾓｺ             一般22 女子 自由形   50m 一般女子

一般23 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

上名主里美           ｶﾝﾐｮｳｽﾞ ｻﾄﾐ          一般24 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般25 女子 バタフライ  100m 一般女子

14759
氏名: カナ: 学校:No.:

海自厚木        
性別: 申込種目:

栗栖　泰進           ｸﾘｽ ﾔｽﾕｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

安武　宏章           ﾔｽﾀｹ ﾋﾛｱｷ            一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

三ツ森和彦           ﾐﾂﾓﾘ ｶｽﾞﾋｺ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

平野　賢一           ﾋﾗﾉ ｹﾝｲﾁ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

野崎　貴寛           ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ            一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

山本　浩嗣           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般8 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

大館　順一           ｵｵﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ         一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

田口　賢一           ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ            一般11 男子 自由形  100m ４０歳以上

一般12 男子 自由形  200m 一般男子

樋口　利喜           ﾋｸﾞﾁ ﾘｷ             一般13 男子 自由形  100m 一般男子

入澤　亮輔           ｲﾘｻﾜ ﾘｮｳｽｹ           一般14 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

佐藤　利樹           ｻﾄｳ ﾘｷ              一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 バタフライ  100m 一般男子

大館小百合           ｵｵﾀﾞﾃ ｻﾕﾘ            一般17 女子 自由形   50m 一般女子

一般18 女子 バタフライ   50m 一般女子

栗山　由希           ｸﾘﾔﾏ ﾕｷ             一般19 女子 自由形   50m 一般女子

一般20 女子 個人メドレー  200m 一般女子

田中　咲紀           ﾀﾅｶ ｻｷ              一般21 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般22 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

14766
氏名: カナ: 学校:No.:

日水コン        
性別: 申込種目:

忠平　真人           ﾀﾀﾞﾋﾗ ﾏｻﾄ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上
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忠平　真人           ﾀﾀﾞﾋﾗ ﾏｻﾄ            一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

向井　孝司           ﾑｶｲ ﾀｶｼ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

14767
氏名: カナ: 学校:No.:

大和市役所      
性別: 申込種目:

近岡　壮人           ﾁｶｵｶ ﾀｹﾄ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

今泉　英久           ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾋｻ         一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

蛭川　紗月           ﾋﾙｶﾜ ｻﾂｷ             一般5 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

一般6 女子 個人メドレー  200m 一般女子

井上くらら           ｲﾉｳｴ ｸﾗﾗ             一般7 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般8 女子 バタフライ  100m 一般女子

大津留美雪           ｵｵﾂﾙ ﾐﾕｷ             一般9 女子 自由形   50m 一般女子

一般10 女子 バタフライ   50m 一般女子

14769
氏名: カナ: 学校:No.:

佐藤商店        
性別: 申込種目:

矢部　和幸           ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

14772
氏名: カナ: 学校:No.:

TMC             
性別: 申込種目:

毛利ジュン           ﾓｳﾘ ｼﾞｭﾝ             一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

毛利　　邦          ﾓｳﾘ ｸﾆ              一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般3 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

14774
氏名: カナ: 学校:No.:

緑台小学校      
性別: 申込種目:

佐藤　幸也           ｻﾄｳ ﾕｳﾔ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

14776
氏名: カナ: 学校:No.:

千代田化工      
性別: 申込種目:

汐崎　　徹          ｼｵｻﾞｷ ﾃﾂ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

玉川　　淳          ﾀﾏｶﾞﾜ ｱﾂｼ            一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

土屋　貴由           ﾂﾁﾔ ﾀｶﾖｼ             一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

多々内雅仁           ﾀﾀﾞｳﾁ ﾏｻﾋﾄ           一般4 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

福田　　遼          ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

広瀬百合香           ﾋﾛｾ ﾕﾘｶ             一般6 女子 バタフライ  100m 一般女子

一般7 女子 個人メドレー  200m 一般女子

深谷彩絵子           ﾌｶﾔ ｻｴｺ             一般8 女子 自由形   50m 一般女子

山根　那佳           ﾔﾏﾈ ﾄﾓｶ             一般9 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

14777
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大学    
性別: 申込種目:

平井　　翔          ﾋﾗｲ ｼｮｳ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

14778
氏名: カナ: 学校:No.:

三浦学苑職員    
性別: 申込種目:

菊池　　涼          ｷｸﾁ ﾘｮｳ             一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 平泳ぎ  100m 一般女子
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14782
氏名: カナ: 学校:No.:

新川橋病院      
性別: 申込種目:

谷井　啓一           ﾔﾂｲ ｹｲｲﾁ             一般1 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

14785
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＭＳＤＦ      
性別: 申込種目:

古賀　武文           ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

15720
氏名: カナ: 学校:No.:

早川開発        
性別: 申込種目:

涌井　成仁           ﾜｸｲ ﾅﾘﾋﾄ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

16718
氏名: カナ: 学校:No.:

長野信用金庫    
性別: 申込種目:

和田　裕人           ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

16741
氏名: カナ: 学校:No.:

長野市役所      
性別: 申込種目:

児玉　基昭           ｺﾀﾞﾏ ﾓﾄｱｷ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

西澤　　淳          ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

須田　夏季           ｽﾀﾞ ﾅﾂｷ             一般4 女子 自由形   50m 一般女子

一般5 女子 自由形  100m 一般女子

16742
氏名: カナ: 学校:No.:

ＡＣベアーズ    
性別: 申込種目:

熊沢　輝雄           ｸﾏｻﾞﾜ ﾃﾙｵ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

16744
氏名: カナ: 学校:No.:

ＦＳＣ          
性別: 申込種目:

三浦　　弘          ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

16745
氏名: カナ: 学校:No.:

松本工業教員    
性別: 申込種目:

伊藤　秀幸           ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

16746
氏名: カナ: 学校:No.:

メディア        
性別: 申込種目:

熊崎　昌幸           ｸﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

16755
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾀﾞｲｲﾁｺﾝﾎﾟｰ      
性別: 申込種目:

宮坂　貴之           ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾕｷ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

16761
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＡ上伊那      
性別: 申込種目:

小松原彩香           ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ           一般1 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般2 女子 個人メドレー  200m 一般女子
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17590
氏名: カナ: 学校:No.:

小見建築        
性別: 申込種目:

小見　博和           ｵﾐ ﾋﾛｶｽﾞ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

19713
氏名: カナ: 学校:No.:

村田製作所      
性別: 申込種目:

渡邊　　孝          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

栗原由賀子           ｸﾘﾊﾗ ﾕｶｺ             一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

渡邊外喜恵           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｷｴ            一般4 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

東　　美希          ﾋｶﾞｼ ﾐｷ             一般5 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

19715
氏名: カナ: 学校:No.:

ゆうちょ銀行金沢
性別: 申込種目:

門　　　諭          ｶﾄﾞ ｻﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

21905
氏名: カナ: 学校:No.:

アスモ          
性別: 申込種目:

袴田　達弥           ﾊｶﾏﾀ ﾀﾂﾔ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

星川　朋子           ﾎｼｶﾜ ﾄﾓｺ             一般2 女子 自由形   50m 一般女子

一般3 女子 自由形  100m 一般女子

21930
氏名: カナ: 学校:No.:

ホテル小田急    
性別: 申込種目:

和田　　哲          ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

21939
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＺＵＫＩ    
性別: 申込種目:

山田　典義           ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾖｼ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

村松　　仁          ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾄｼ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

池野　将史           ｲｹﾉ ﾏｻｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

高橋　成信           ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ          一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

尾崎　直樹           ｵｻﾞｷ ﾅｵｷ             一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

北原　隆伸           ｷﾀﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ           一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

野上　将弘           ﾉｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ           一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

本多　裕司           ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ            一般12 男子 自由形  100m 一般男子

一般13 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

大島　　唯          ｵｵｼﾏ ﾕｲ             一般14 男子 自由形  100m 一般男子

21946
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡ガス        
性別: 申込種目:

良知　　浩          ﾗﾁ ﾋﾛｼ              一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

石岡　一人           ｲｼｵｶ ｶｽﾞﾋﾄ           一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

中野　智章           ﾅｶﾉ ﾄﾓｱｷ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

樋口　憲一           ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ            一般5 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上
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21972
氏名: カナ: 学校:No.:

ヤマハ発動機    
性別: 申込種目:

内野　雅史           ｳﾁﾉ ﾏｻﾌﾐ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

片山　剛志           ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

中西　将司           ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｼﾞ           一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

高橋　大輔           ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

多久島幸司           ﾀｸｼﾏ ｺｳｼﾞ            一般7 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

富井　　亮          ﾄﾐｲ ﾘｮｳ             一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

武田　知之           ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ            一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

椴山　由貴           ﾓﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ            一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

大坂　晃之           ｵｵｻｶ ﾃﾙﾕｷ            一般13 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般14 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

安藤　圭祐           ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ           一般15 男子 自由形  100m 一般男子

秋元　良友           ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾄﾓ            一般16 男子 自由形  100m 一般男子

一般17 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

大塚　慈子           ｵｵﾂｶ ﾖｼｺ             一般18 女子 自由形   50m 一般女子

一般19 女子 バタフライ   50m 一般女子

21978
氏名: カナ: 学校:No.:

東海洗機        
性別: 申込種目:

河合　有三           ｶﾜｲ ﾕｳｿﾞｳ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

21983
氏名: カナ: 学校:No.:

ｿﾐｯｸｲｼｶﾜ        
性別: 申込種目:

保崎　正啓           ﾎｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

小池　亮次           ｺｲｹ ﾘｮｳｼﾞ            一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

有賀　敏記           ｱﾘｶﾞ ﾄｼﾉﾘ            一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 自由形  200m 一般男子

樋口　　豪          ﾋｸﾞﾁ ﾂﾖｼ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

21986
氏名: カナ: 学校:No.:

浜松市消防局    
性別: 申込種目:

濱口　太郎           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾛｳ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

21991
氏名: カナ: 学校:No.:

浜松ﾎﾄﾆｸｽ       
性別: 申込種目:

山口　謙吾           ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ           一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

21994
氏名: カナ: 学校:No.:

藤枝保育園      
性別: 申込種目:

山下　雅子           ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｺ             一般1 女子 自由形   50m 一般女子

一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

21996
氏名: カナ: 学校:No.:

木村鋳造所      
性別: 申込種目:

杉本　洋一           ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｲﾁ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

21998
氏名: カナ: 学校:No.:

ｹｰｽﾞｼｽﾃﾑ        
性別: 申込種目:

金田　秀治           ｶﾈﾀ ｼｭｳｼﾞ            一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

岩下みどり           ｲﾜｼﾀ ﾐﾄﾞﾘ            一般2 女子 自由形  100m 一般女子
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岩下みどり           ｲﾜｼﾀ ﾐﾄﾞﾘ            一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

22026
氏名: カナ: 学校:No.:

アイシンＡＷ    
性別: 申込種目:

橋本　邦之           ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾕｷ            一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

中村　友紀           ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ             一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

渡部　　修          ﾜﾀﾍﾞ ｵｻﾑ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

江口　智章           ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ            一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

山崎　　修          ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

岩村　憲治           ｲﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ            一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

名倉　直希           ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

森　　優人          ﾓﾘ ﾕｳﾄ              一般12 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

白井　俊伸           ｼﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ            一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般14 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

内園　泰規           ｳﾁｿﾞﾉ ﾔｽﾉﾘ           一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

長谷川育巳           ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸﾐ            一般16 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

今井　佑樹           ｲﾏｲ ﾕｳｷ             一般17 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

島崎　修太           ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀ           一般18 男子 自由形  400m 一般男子

寺西　謙一           ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ            一般19 男子 自由形  100m 一般男子

一般20 男子 自由形  200m 一般男子

梅木　信宏           ｳﾒｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ            一般21 男子 自由形  400m 一般男子

河原　稔也           ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾔ             一般22 男子 自由形  100m 一般男子

一般23 男子 自由形  200m 一般男子

22039
氏名: カナ: 学校:No.:

豊田織機        
性別: 申込種目:

前野　貴久           ﾏｴﾉ ﾀｶﾋｻ             一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

伊藤　　正          ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ             一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

甫立　英秋           ﾎﾀﾞﾃ ﾋﾃﾞｱｷ           一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

岡野　　司          ｵｶﾉ ﾂｶｻ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

平野　　貢          ﾋﾗﾉ ﾐﾂｸﾞ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

石塚　伸一           ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ           一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

後藤　充彦           ｺﾞﾄｳ ｱﾂﾋｺ            一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

石渡　　慎          ｲｼﾜﾀ ｼﾝ             一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上

大渕　一弘           ｵｵﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ          一般9 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

松木　孝憲           ﾏﾂｷ ﾀｶﾉﾘ             一般10 男子 自由形  100m 一般男子

一般11 男子 自由形  200m 一般男子

22041
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知製鋼        
性別: 申込種目:

名桐　　悟          ﾅｷﾞﾘ ｻﾄｼ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

22056
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＯＹＯＴＡ    
性別: 申込種目:

田中　太平           ﾀﾅｶ ﾀﾍｲ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

菅内　文武           ｽｶﾞｳﾁ ﾌﾐﾀｹ           一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

藤原　靖久           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋｻ           一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

中原　良仁           ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ            一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

野崎　哲也           ﾉｻﾞｷ ﾃﾂﾔ             一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上
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野崎　哲也           ﾉｻﾞｷ ﾃﾂﾔ             一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

山口　　翔          ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ            一般8 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般9 男子 バタフライ  200m 一般男子

中山　　豪          ﾅｶﾔﾏ ｺﾞｳ             一般10 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般11 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

齊藤　和成           ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ           一般12 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般13 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

野村　卓也           ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ             一般14 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般15 男子 個人メドレー  200m 一般男子

小池　翔一           ｺｲｹ ｼｮｳｲﾁ            一般16 男子 自由形  100m 一般男子

一般17 男子 自由形  200m 一般男子

冨田　圭太           ﾄﾐﾀ ｹｲﾀ             一般18 男子 個人メドレー  200m 一般男子

22061
氏名: カナ: 学校:No.:

長谷川ｽﾎﾟｰﾂ     
性別: 申込種目:

熊谷　直人           ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾄ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

22096
氏名: カナ: 学校:No.:

OKUMA           
性別: 申込種目:

尾碕　芳史           ｵｻﾞｷ ﾐﾁﾌﾐ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

22111
氏名: カナ: 学校:No.:

（税）大樹      
性別: 申込種目:

田中堅二郎           ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ           一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 自由形  200m 一般男子

22123
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＲ東海        
性別: 申込種目:

古橋　智久           ﾌﾙﾊｼ ﾄﾓﾋｻ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

植田　和也           ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

渡邊　禎一           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｲｲﾁ           一般4 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

松本　和樹           ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ            一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

長澤　　直          ﾅｶﾞｻﾜ ﾅｵｼ            一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

西川　龍朗           ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾛｳ            一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

福田　篤隆           ﾌｸﾀﾞ ｱﾂﾀｶ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

今松　泰紀           ｲﾏﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ            一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

竹下　幸一           ﾀｹｼﾀ ｺｳｲﾁ            一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

山崎　　満          ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾙ            一般12 男子 自由形  400m 一般男子

米倉　　剛          ﾖﾈｸﾗ ﾂﾖｼ             一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

桝井　晃一           ﾏｽｲ ｺｳｲﾁ             一般14 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般15 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

齋藤　裕一           ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ            一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般17 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

前野　拓也           ﾏｴﾉ ﾀｸﾔ             一般18 男子 自由形  200m 一般男子

一般19 男子 自由形  400m 一般男子

大田　貴仁           ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ             一般20 男子 自由形  100m 一般男子

福島　尚吾           ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｺﾞ           一般21 男子 自由形  100m 一般男子

鈴木　康平           ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ            一般22 男子 自由形  200m 一般男子

斉藤賢太郎           ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ           一般23 男子 バタフライ  100m 一般男子

山口　雄馬           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ            一般24 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般25 男子 平泳ぎ  200m 一般男子
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秋山　絵美           ｱｷﾔﾏ ｴﾐ             一般26 女子 自由形  200m 一般女子

一般27 女子 個人メドレー  200m 一般女子

大久保真実           ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ             一般28 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

鈴木　美帆           ｽｽﾞｷ ﾐﾎ             一般29 女子 自由形  100m 一般女子

一般30 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

上村麻奈美           ｳｴﾑﾗ ﾏﾅﾐ             一般31 女子 自由形   50m 一般女子

西本　由依           ﾆｼﾓﾄ ﾕｲ             一般32 女子 自由形  100m 一般女子

22174
氏名: カナ: 学校:No.:

空自小牧基地    
性別: 申込種目:

川野　大輔           ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｽｹ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

22177
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教員ク      
性別: 申込種目:

三宅　嘉昌           ﾐﾔｹ ﾖｼﾏｻ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

田組　裕子           ﾀｸﾞﾐ ﾋﾛｺ             一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

22189
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市役所    
性別: 申込種目:

松野　俊一           ﾏﾂﾉ ﾄｼｶｽﾞ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

友松　博之           ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

坂本　　学          ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

髙木　俊治           ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾊﾙ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

坂上　章史           ｻｶｳｴ ｱｷﾋﾄ            一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

戸田　雄太           ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ             一般8 男子 自由形  100m 一般男子

水野　雄介           ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ            一般9 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般10 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

村田　和寛           ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ            一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

星野　圭吾           ﾎｼﾉ ｹｲｺﾞ             一般13 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般14 男子 個人メドレー  200m 一般男子

松本　哲典           ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ            一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

吉野　直子           ﾖｼﾉ ﾅｵｺ             一般17 女子 自由形   50m 一般女子

一般18 女子 自由形  200m 一般女子

22191
氏名: カナ: 学校:No.:

デンソー        
性別: 申込種目:

青木　　誠          ｱｵｷ ﾏｺﾄ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

工藤　城治           ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ          一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

渡辺　英孝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ          一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

大須賀誠治           ｵｵｽｶﾞ ｾｲｼﾞ           一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

樋渡　功紀           ﾋﾜﾀｼ ｺｳｷ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

大桑　英雄           ｵｵｸﾜ ﾋﾃﾞｵ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

小島　伸広           ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ           一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

大町　正徳           ｵｵﾏﾁ ﾏｻﾉﾘ            一般8 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

中山　秀亜           ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ          一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

林　　敬昌          ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ             一般10 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

桑原　伸明           ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ           一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

平井　太郎           ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ             一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

高島　周平           ﾀｶｼﾏ ｼｭｳﾍｲ           一般13 男子 自由形  400m 一般男子

一般14 男子 バタフライ  100m 一般男子
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杉本　圭正           ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖﾏｻ           一般15 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般16 男子 個人メドレー  200m 一般男子

山口　雅史           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ            一般17 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

22195
氏名: カナ: 学校:No.:

トヨタコミュ    
性別: 申込種目:

伊藤　和宏           ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

市川　武人           ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾋﾄ            一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

野村　　聡          ﾉﾑﾗ ｻﾄｼ             一般3 男子 自由形  100m 一般男子

22202
氏名: カナ: 学校:No.:

ジェイテクト    
性別: 申込種目:

岡本　茂幸           ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

宮田　明佳           ﾐﾔﾀ ｱｷﾖｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

望月　裕一           ﾓﾁｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

桜井　利行           ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

藤井　　陽          ﾌｼﾞｲ ﾖｳ             一般6 男子 自由形  200m 一般男子

一般7 男子 バタフライ  100m 一般男子

田中　直規           ﾀﾅｶ ﾅｵｷ             一般8 男子 自由形  100m 一般男子

一般9 男子 自由形  200m 一般男子

村上　尚駿           ﾑﾗｶﾐ ﾅｵ             一般10 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

中村　朝香           ﾅｶﾑﾗ ｱｻｶ             一般11 女子 自由形   50m 一般女子

一般12 女子 自由形  100m 一般女子

22207
氏名: カナ: 学校:No.:

豊田通商        
性別: 申込種目:

長本　拓人           ﾅｶﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

小寺健太郎           ｺﾃﾗ ｹﾝﾀﾛｳ            一般3 男子 平泳ぎ   50m 一般男子

若佐　由佳           ﾜｶｻ ﾕｶ              一般4 女子 自由形  200m 一般女子

一般5 女子 個人メドレー  200m 一般女子

22216
氏名: カナ: 学校:No.:

公立陶生病院    
性別: 申込種目:

金沢　悠仁           ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ          一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

22242
氏名: カナ: 学校:No.:

松尾産業運輸    
性別: 申込種目:

牧野　　靖          ﾏｷﾉ ﾔｽｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

22250
氏名: カナ: 学校:No.:

豊田合成        
性別: 申込種目:

橋詰　武司           ﾊｼﾂﾒ ﾀｹｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

河田　敏路           ｶﾜﾀ ﾄｼﾐﾁ             一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

松谷　哲也           ﾏﾂﾀﾆ ﾃﾂﾔ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

古田　剣一           ﾌﾙﾀ ｹﾝｲﾁ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

松山　泰尚           ﾏﾂﾔﾏ ﾔｽﾅﾘ            一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

安藤　康司           ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ            一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

山口　　大          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ           一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

菅田　義昭           ｽｶﾞﾀ ﾖｼｱｷ            一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上
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22290
氏名: カナ: 学校:No.:

ヤマナミ        
性別: 申込種目:

仙石　祐嗣           ｾﾝｺﾞｸ ﾕｳｼﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

谷口　明央           ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ            一般2 男子 自由形  100m 一般男子

一般3 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

松下絵里奈           ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ             一般4 女子 バタフライ   50m 一般女子

22323
氏名: カナ: 学校:No.:

岡崎通運        
性別: 申込種目:

林　茂登司           ﾊﾔｼ ﾓﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

奈良　了輔           ﾅﾗ ﾘｮｳｽｹ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

22360
氏名: カナ: 学校:No.:

野村工務店      
性別: 申込種目:

野村　隆幸           ﾉﾑﾗ ﾀｶﾕｷ             一般1 男子 自由形  200m 一般男子

一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

22367
氏名: カナ: 学校:No.:

瀬戸市役所      
性別: 申込種目:

後藤　彩乃           ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾉ             一般1 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

22377
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾀﾞｲﾕｳｶｲ         
性別: 申込種目:

伊藤　祐一           ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

23004
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱化学        
性別: 申込種目:

藤井　静司           ﾌｼﾞｲ ｾｲｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

伊藤　稔彦           ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

大嶋　伸治           ｵｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

原岡　道昭           ﾊﾗｵｶ ﾐﾁｱｷ            一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

武藤　祐介           ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

後藤　佳史           ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾌﾐ            一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

廣池　辰彦           ﾋﾛｲｹ ﾀﾂﾋｺ            一般8 男子 自由形  100m 一般男子

一般9 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

稲葉　　梓          ｲﾅﾊﾞ ｱｽﾞｻ            一般10 女子 自由形   50m 一般女子

日比野美智子         ﾋﾋﾞﾉ ﾐﾁｺ             一般11 女子 自由形  100m 一般女子

一般12 女子 自由形  200m 一般女子

23009
氏名: カナ: 学校:No.:

本田技研鈴鹿    
性別: 申込種目:

原　　正憲          ﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ             一般1 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

井上　　学          ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾌﾞ            一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

古辻　信一           ﾌﾙﾂｼﾞ ｼﾝｲﾁ           一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

甫立　秀彦           ﾎﾀﾞﾃ ﾋﾃﾞﾋｺ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

北村　直己           ｷﾀﾑﾗ ﾅｵｷ             一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

坂本　裕一           ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

陣内　貴洋           ｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶﾋﾛ           一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

渡邉　健司           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ           一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上
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池戸　一寿           ｲｹﾄﾞ ｶﾂﾞﾄｼ           一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

大西　爽花           ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ             一般10 女子 自由形  100m 一般女子

23022
氏名: カナ: 学校:No.:

東ソー（株）    
性別: 申込種目:

北山　三博           ｷﾀﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

鬼頭　俊博           ｷﾄｳ ﾄｼﾋﾛ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

水谷　将吾           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ          一般4 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

23123
氏名: カナ: 学校:No.:

三重銀行        
性別: 申込種目:

廣田　　葵          ﾋﾛﾀ ｱｵｲ             一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

松村　彩加           ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ             一般3 女子 自由形   50m 一般女子

一般4 女子 自由形  100m 一般女子

23126
氏名: カナ: 学校:No.:

百五銀行        
性別: 申込種目:

平田　義仁           ﾋﾗﾀ ﾉﾘﾋﾄ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

山下　正芳           ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖｼ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

武市　昌輝           ﾀｹﾁ ﾏｻﾃﾙ             一般5 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般6 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

下　　嵩弘          ｼﾓ ﾀｶﾋﾛ             一般7 男子 自由形  100m 一般男子

一般8 男子 バタフライ  100m 一般男子

川口　雅澄           ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｽﾐ           一般9 男子 自由形  200m 一般男子

一般10 男子 個人メドレー  200m 一般男子

山口幸一郎           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ         一般11 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般12 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

後藤　友紀           ｺﾞﾄｳ ﾕｷ             一般13 女子 自由形   50m 一般女子

一般14 女子 自由形  100m 一般女子

23139
氏名: カナ: 学校:No.:

津市役所        
性別: 申込種目:

長谷川厚志           ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

高山　宗通           ﾀｶﾔﾏ ﾑﾈﾐﾁ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

鈴木　　喬          ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

23140
氏名: カナ: 学校:No.:

四日市市        
性別: 申込種目:

中島　修平           ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ          一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

井倉　一政           ｲｸﾞﾗ ｶｽﾞﾏｻ           一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

山田　真也           ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ             一般4 男子 自由形  100m 一般男子

一般5 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

上村　太成           ｳｴﾑﾗ ﾀｲｾｲ            一般6 男子 自由形  100m 一般男子

23146
氏名: カナ: 学校:No.:

新神戸電機      
性別: 申込種目:

佐野　伸一           ｻﾉ ｼﾝｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

木村　隆之           ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上
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木村　隆之           ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ             一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

大野　雄介           ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ             一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

伊藤　陽平           ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ             一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

23148
氏名: カナ: 学校:No.:

ｎＦ(株)        
性別: 申込種目:

田中　雅浩           ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ             一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

23149
氏名: カナ: 学校:No.:

日本ｶﾗﾘﾝｸﾞ      
性別: 申込種目:

木村　行佑           ｷﾑﾗ ｷﾞｮｳｽｹ           一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

23156
氏名: カナ: 学校:No.:

紀北消防        
性別: 申込種目:

浅尾　喜之           ｱｻｵ ﾖｼﾕｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

24046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎重工岐阜    
性別: 申込種目:

永井　秀雄           ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

竹中　康浩           ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

小川　大八           ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾊﾁ           一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤本　博嗣           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ          一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

川出　　昇          ｶﾜﾃﾞ ﾉﾎﾞﾙ            一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

川本　一貴           ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ           一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

森脇　克矢           ﾓﾘﾜｷ ｶﾂﾔ             一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

山本　貴博           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 自由形  200m 一般男子

豊浦　雄基           ﾄﾖｳﾗ ﾕｳｷ             一般15 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

村岡　寧子           ﾑﾗｵｶ ﾔｽｺ             一般17 女子 自由形   50m 一般女子

三石　幸絵           ﾐﾂｲｼ ﾕｷｴ             一般18 女子 バタフライ   50m 一般女子

島崎　春佳           ｼﾏｻﾞｷ ﾊﾙｶ            一般19 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般20 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

24115
氏名: カナ: 学校:No.:

大垣共立銀行    
性別: 申込種目:

宮田　敏男           ﾐﾔﾀ ﾄｼｵ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

岩田　雅広           ｲﾜﾀ ﾏｻﾋﾛ             一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

清水　敬介           ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ            一般5 男子 自由形  100m 一般男子

中村香保里           ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ             一般6 女子 自由形   50m 一般女子

上田佳代子           ｳｴﾀﾞ ｶﾖｺ             一般7 女子 自由形   50m 一般女子

東海利名子           ﾄｳｶｲ ﾘﾅｺ             一般8 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般9 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

41/67 ページ2013年7月12日 19:54:55



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
上野　あや           ｳｴﾉ ｱﾔ              一般10 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般11 女子 バタフライ   50m 一般女子

24139
氏名: カナ: 学校:No.:

KYB             
性別: 申込種目:

新田　仁志           ﾆｯﾀ ﾋﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

北村　康弘           ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

笠置　健之           ｶｻｷﾞ ﾀｹﾕｷ            一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

羽入田英揮           ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ          一般6 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

山田　久義           ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾖｼ            一般7 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

加藤　　望          ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ             一般8 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

増田　大輝           ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ             一般9 男子 自由形  100m 一般男子

一般10 男子 自由形  200m 一般男子

加藤　優貴           ｶﾄｳ ﾕｳｷ             一般11 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

24142
氏名: カナ: 学校:No.:

イビデン        
性別: 申込種目:

高橋　正治           ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

二ノ丸輝正           ﾆﾉﾏﾙ ﾃﾙﾏｻ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

加納　謙一           ｶﾉｳ ｹﾝｲﾁ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

中武　泰啓           ﾅｶﾀｹ ﾔｽﾋﾛ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

加藤　祐介           ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ             一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

宮野　洋佑           ﾐﾔﾉ ﾖｳｽｹ             一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

大野　勝也           ｵｵﾉ ｶﾂﾔ             一般9 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

鴨志田圭吾           ｶﾓｼﾀ ｹｲｺﾞ            一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

向後　雄太           ｺｳｺﾞ ﾕｳﾀ             一般12 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般13 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

澤田　章弘           ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ            一般14 男子 個人メドレー  200m 一般男子

大澤　諒士           ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ           一般15 男子 自由形  200m 一般男子

志津　知啓           ｼﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ             一般16 男子 自由形  100m 一般男子

高橋　雅也           ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ             一般17 男子 自由形  100m 一般男子

一般18 男子 自由形  200m 一般男子

24215
氏名: カナ: 学校:No.:

東濃鉄道        
性別: 申込種目:

森　　広幸          ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ             一般1 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

24307
氏名: カナ: 学校:No.:

吉田接骨院      
性別: 申込種目:

吉田　竜二           ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

24315
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｓラインギフ    
性別: 申込種目:

川島　健一           ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

倉冨　真一           ｸﾗﾄﾐ ｼﾝｲﾁ            一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

42/67 ページ2013年7月12日 19:54:55



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

24316
氏名: カナ: 学校:No.:

智断熱          
性別: 申込種目:

広瀬　智秀           ﾋﾛｾ ﾄﾓﾋﾃﾞ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

24324
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜市役所      
性別: 申込種目:

渡辺　正明           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

上松　裕典           ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

丸毛　健裕           ﾏﾙﾓ ﾀﾃﾋﾛ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

杉山　兄祐           ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ           一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

後藤　隆徳           ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾉﾘ            一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

北村以知郎           ｷﾀﾑﾗ ｲﾁﾛｳ            一般9 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

伊藤　剛也           ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ             一般10 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

棚橋　秀行           ﾀﾅﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ           一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般12 男子 自由形  100m ３０歳以上

武山　慎也           ﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾔ             一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

24335
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜プラ        
性別: 申込種目:

足立　義之           ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾕｷ            一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

佐野　博紀           ｻﾉ ﾋﾛｷ              一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

斎藤健太郎           ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ           一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

山田　智文           ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ            一般4 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

田村　卓也           ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ             一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

24345
氏名: カナ: 学校:No.:

糸秀タオル部    
性別: 申込種目:

岡本　光治           ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

24346
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡中学校      
性別: 申込種目:

広瀬　　学          ﾋﾛｾ ﾏﾅﾌﾞ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

24359
氏名: カナ: 学校:No.:

アクトス        
性別: 申込種目:

当广　浩平           ﾄｳﾏ ｺｳﾍｲ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子

池田　美保           ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ             一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

墨　　麗蘭          ｽﾐ ｳﾗﾗ              一般4 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

24364
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大学職員    
性別: 申込種目:

大角　好輝           ｵｵｽﾐ ﾖｼﾃﾙ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

藪下　雅也           ﾔﾌﾞｼﾀ ﾏｻﾔ            一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 自由形  200m 一般男子

宇野　嘉朗           ｳﾉ ﾖｼﾛｳ             一般5 男子 自由形  200m 一般男子

一般6 男子 個人メドレー  200m 一般男子

加古　智哉           ｶｺ ﾄﾓﾔ              一般7 男子 自由形  100m 一般男子
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24374
氏名: カナ: 学校:No.:

岐聖大職員      
性別: 申込種目:

福井　　誠          ﾌｸｲ ﾏｺﾄ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

24376
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜県体協      
性別: 申込種目:

原　　翔太          ﾊﾗ ｼｮｳﾀ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

24380
氏名: カナ: 学校:No.:

濃尾電機        
性別: 申込種目:

野村　陵太           ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ             一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

24382
氏名: カナ: 学校:No.:

東海ﾐﾂｳﾛｺ       
性別: 申込種目:

小嶋　健司           ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

24394
氏名: カナ: 学校:No.:

ｶｸｼﾞﾝ           
性別: 申込種目:

水野　晶太           ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

24395
氏名: カナ: 学校:No.:

ザイタック      
性別: 申込種目:

泉　　陽介          ｲｽﾞﾐ ﾖｳｽｹ            一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

24405
氏名: カナ: 学校:No.:

ＧＭＴＡ        
性別: 申込種目:

眞繼奈緒子           ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ             一般1 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般2 女子 バタフライ  100m 一般女子

24407
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾜｻﾋﾞｮｳｲﾝ       
性別: 申込種目:

筒井　孝太           ﾂﾂｲ ｺｳﾀ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

25201
氏名: カナ: 学校:No.:

東レ            
性別: 申込種目:

小磯　智和           ｺｲｿ ﾄﾓｶｽﾞ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

高橋　　潤          ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ            一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

三宅　哲朗           ﾐﾔｹ ﾃﾂﾛｳ             一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

阿部　　渡          ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ             一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

行本　　聡          ﾕｸﾓﾄ ｻﾄｼ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般6 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

澤　　幸祐          ｻﾜ ｺｳｽｹ             一般7 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

玉置　俊明           ﾀﾏｵｷ ﾄｼｱｷ            一般8 男子 自由形  100m 一般男子

工東　直美           ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾐ             一般9 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般10 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

25202
氏名: カナ: 学校:No.:

大津市役所      
性別: 申込種目:

北野　　充          ｷﾀﾉ ﾐﾁﾙ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

大沢　仁志           ｵｵｻﾜ ﾋﾄｼ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

清水　康博           ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ            一般5 男子 自由形  100m 一般男子

谷口　孔二           ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ           一般6 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

44/67 ページ2013年7月12日 19:54:55



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
谷口　孔二           ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ           一般7 男子 個人メドレー  200m 一般男子

猪飼　拓道           ｲｶｲ ﾀｸﾄﾞｳ            一般8 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般9 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

三ツ井裕介           ﾐﾂｲ ﾕｳｽｹ             一般10 男子 自由形  100m 一般男子

一般11 男子 自由形  400m 一般男子

25205
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ       
性別: 申込種目:

若吉　浩二           ﾜｶﾖｼ ｺｳｼﾞ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

25209
氏名: カナ: 学校:No.:

MME             
性別: 申込種目:

東　　　徹          ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

25210
氏名: カナ: 学校:No.:

新神戸電機彦根  
性別: 申込種目:

熊谷　　誠          ｸﾏｶﾞｲ ﾏｺﾄ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

水本　剛史           ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶｼ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

森尾　洋一           ﾓﾘｵ ﾖｳｲﾁ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

大坪　亮二           ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｮｳｼﾞ          一般5 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

26410
氏名: カナ: 学校:No.:

京都市消防局    
性別: 申込種目:

吉村　彰二           ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

26823
氏名: カナ: 学校:No.:

関西電力京都    
性別: 申込種目:

駒井久二雄           ｺﾏｲ ｸﾆｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

藤井　　顕          ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

26824
氏名: カナ: 学校:No.:

きんでん京都    
性別: 申込種目:

近藤　貴行           ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

26827
氏名: カナ: 学校:No.:

京教大附中教    
性別: 申込種目:

谷川　真弓           ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ            一般1 女子 自由形   50m 一般女子

26831
氏名: カナ: 学校:No.:

MountR          
性別: 申込種目:

山川　一彦           ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

北田　靖雄           ｷﾀﾀﾞ ｾｲﾕ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

中川　智之           ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

丸井　善貴           ﾏﾙｲ ﾖｼﾀｶ             一般6 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

能勢　庸介           ﾉｾ ﾖｳｽｹ             一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

管原　吉寛           ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ           一般8 男子 バタフライ  100m 一般男子

杉岡　達也           ｽｷﾞｵｶ ﾀﾂﾔ            一般9 男子 自由形  100m 一般男子

一般10 男子 個人メドレー  200m 一般男子

杉岡　郁哉           ｽｷﾞｵｶ ﾌﾐﾔ            一般11 男子 バタフライ  100m 一般男子
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26841
氏名: カナ: 学校:No.:

海自舞鶴        
性別: 申込種目:

辻本　昭一           ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ          一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

高津　和智           ｺｳｽﾞ ｶｽﾞﾄﾓ           一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

久米　和彦           ｸﾒ ｶｽﾞﾋｺ             一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

川角　雅睦           ｶﾜｽﾐ ﾏｻﾉﾌﾞ           一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

森　　英樹          ﾓﾘ ﾋﾛｷ              一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

末武　喜一           ｽｴﾀｹ ｷｲﾁ             一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

佐伯　訓一           ｻｴｷ ｸﾝｲﾁ             一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

今井　　俊          ｲﾏｲ ﾀｶｼ             一般8 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

立花　洋介           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｳｽｹ           一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般10 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

竹内　義夫           ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ             一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

厚井　善行           ｱﾂｲ ﾖｼﾕｷ             一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

一般14 男子 バタフライ  200m 一般男子

西井　照善           ﾆｼｲ ﾃﾙﾖｼ             一般15 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般16 男子 自由形  100m ３０歳以上

脇坂　　誠          ﾜｷｻｶ ﾏｺﾄ             一般17 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般18 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

松濱　　慶          ﾏﾂﾊﾏ ｹｲ             一般19 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

中島　翔梧           ﾅｶｼﾏ ｼｮｳｺﾞ           一般20 男子 自由形  400m 一般男子

一般21 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

前川　　大          ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲ             一般22 男子 自由形  100m 一般男子

今井　大希           ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ             一般23 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般24 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

田邊　雄大           ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ           一般25 男子 バタフライ  200m 一般男子

中島　怜奈           ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾅ             一般26 男子 自由形  200m 一般男子

一般27 男子 個人メドレー  200m 一般男子

菊池　卓弥           ｷｸﾁ ﾀｸﾔ             一般28 男子 自由形  100m 一般男子

沖本凜太郎           ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ           一般29 男子 個人メドレー  200m 一般男子

小田　響平           ｵﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ            一般30 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

林　　雅大          ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ             一般31 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般32 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

熊谷　　慶          ｸﾏｶﾞｲ ｹｲ             一般33 男子 自由形  200m 一般男子

平島　竹流           ﾋﾗｼﾏ ﾀｹﾙ             一般34 男子 自由形  400m 一般男子

一般35 男子 バタフライ  100m 一般男子

高橋　　幸          ﾀｶﾊｼ ｺｳ             一般36 男子 バタフライ  100m 一般男子

土志田知子           ﾄﾞｼﾀﾞ ﾄﾓｺ            一般37 女子 自由形   50m 一般女子

一般38 女子 自由形  100m 一般女子

26874
氏名: カナ: 学校:No.:

竹内            
性別: 申込種目:

竹内　直希           ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

27202
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市役所      
性別: 申込種目:

武田　　修          ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

光永　雅彦           ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ           一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

済木　重光           ｻｲｷ ｼｹﾞﾐﾂ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

佐伯　孝司           ｻｴｷ ﾀｶｼ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

山村　　徹          ﾔﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上
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吉田　修三           ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ          一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

塩入　雄佑           ｼｵｲﾘ ﾕｳｽｹ            一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

谷原　正治           ﾀﾆﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ            一般9 男子 自由形   50m 一般男子

一般10 男子 自由形  100m 一般男子

津守美由紀           ﾂﾓﾘ ﾐﾕｷ             一般11 女子 自由形   50m 一般女子

江川　博子           ｴｶﾞﾜ ﾋﾛｺ             一般12 女子 自由形   50m 一般女子

中堂佐知子           ﾅｶﾄﾞｳ ｻﾁｺ            一般13 女子 自由形  100m 一般女子

中辻　美幸           ﾅｶﾂｼﾞ ﾐﾕｷ            一般14 女子 自由形  100m 一般女子

27216
氏名: カナ: 学校:No.:

日鐵住金大阪    
性別: 申込種目:

林　　正樹          ﾊﾔｼ ﾏｻｷ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

矢野　公則           ﾔﾉ ｷﾐﾉﾘ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

林　　隆志          ﾊﾔｼ ﾀｶｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

原田　良三           ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾐ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

西谷　知也           ﾆｼﾀﾆ ﾄﾓﾔ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

豊山　　亨          ﾄﾖﾔﾏ ﾄｵﾙ             一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

梅本　雅一           ｳﾒﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ           一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

中西　経弘           ﾅｶﾆｼ ﾂﾈﾋﾛ            一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

後藤　豊彦           ｺﾞﾄｳ ﾄﾖﾋｺ            一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

27219
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＩＳＳＡＹ    
性別: 申込種目:

松本　剛一           ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳｲﾁ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

下木　久城           ｼﾓｷ ﾋｻｷ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

村田　　功          ﾑﾗﾀ ｲｻｵ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

阿部　和也           ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

境田　英樹           ｻｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ           一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

松島　　輝          ﾏﾂｼﾏ ｱｷﾗ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

桑山　順一           ｸﾜﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ          一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

竹田　　敦          ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ             一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

上原　良夫           ｳｴﾊﾗ ﾖｼｵ             一般11 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般12 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

山添　　翔          ﾔﾏｿﾞｴ ｼｮｳ            一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

金　　太希          ｷﾑ ﾃﾋ               一般14 男子 自由形  100m 一般男子

一般15 男子 自由形  200m 一般男子

粂原　隆広           ｸﾒﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ            一般16 男子 自由形  100m 一般男子

下堂　康太           ｼﾓﾄﾞｳ ｺｳﾀ            一般17 男子 バタフライ  100m 一般男子

藤木　貴章           ﾌｼﾞｷ ﾀｶｱｷ            一般18 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般19 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

宮田　剛匠           ﾐﾔﾀ ﾖｼﾅﾘ             一般20 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

渋谷　由佳           ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｶ             一般21 女子 自由形   50m 一般女子

福田　陽美           ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾐ             一般22 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

増田かおり           ﾏｽﾀﾞ ｶｵﾘ             一般23 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

藤木　美貴           ﾌｼﾞｷ ﾐｷ             一般24 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般25 女子 個人メドレー  200m 一般女子
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27265
氏名: カナ: 学校:No.:

パナソニック大阪
性別: 申込種目:

関原　敏伸           ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

谷口　彰史           ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ           一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

赤澤　寛幸           ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ           一般3 男子 自由形  100m 一般男子

一般4 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

飯山　智子           ｲｲﾔﾏ ﾄﾓｺ             一般5 女子 自由形   50m 一般女子

小寺　裕果           ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｶ             一般6 女子 自由形   50m 一般女子

27304
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大堺病院    
性別: 申込種目:

北口　茂聖           ｷﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞﾄｼ          一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

27363
氏名: カナ: 学校:No.:

大日本住友薬    
性別: 申込種目:

安徳富士雄           ｱﾝﾄｸ ﾌｼﾞｵ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

上田　重則           ｳｴﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ           一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

大木　俊広           ｵｵｷ ﾄｼﾋﾛ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

川村　哲也           ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂﾔ             一般5 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

村上　国博           ﾑﾗｶﾐ ｸﾆﾋﾛ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

李　　鐘光          ﾘ ｼｮｳｺｳ             一般8 男子 自由形  100m 一般男子

27504
氏名: カナ: 学校:No.:

オオサカＧＰ    
性別: 申込種目:

平石志津子           ﾋﾗｲｼ ｼﾂﾞｺ            一般1 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 バタフライ  100m 一般女子

大橋　加奈           ｵｵﾊｼ ｶﾅ             一般3 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

一般4 女子 個人メドレー  200m 一般女子

27506
氏名: カナ: 学校:No.:

パナソニックES  
性別: 申込種目:

塩濱　英二           ｼｵﾊﾏ ｴｲｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

中邑　卓郎           ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

岡田　直樹           ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

吉田　謙治           ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ            一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

伊東　督裕           ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ             一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

新村　雄一           ﾆｲﾑﾗ ﾕｳｲﾁ            一般8 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

砂田　卓也           ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ             一般9 男子 自由形   50m ４０歳以上

垣本　勝己           ｶｷﾓﾄ ｶﾂﾐ             一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般11 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

松井　康訓           ﾏﾂｲ ﾔｽﾉﾘ             一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般13 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

細井　健太           ﾎｿｲ ｹﾝﾀ             一般14 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般15 男子 自由形  100m ３０歳以上

阿部　大輔           ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ            一般16 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般17 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

辻　　　大          ﾂｼﾞ ﾀﾞｲ             一般18 男子 バタフライ  100m 一般男子

大川　隼吾           ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ          一般19 男子 背泳ぎ  100m 一般男子
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27507
氏名: カナ: 学校:No.:

NEXCOﾊﾟﾄ関      
性別: 申込種目:

別宮　彰一           ﾍﾞﾂﾐﾔ ｼｮｳｲﾁ          一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

27519
氏名: カナ: 学校:No.:

ＭＵＦＧ        
性別: 申込種目:

清水　　尚          ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

長屋　斗福           ﾅｶﾞﾔ ﾏｽﾄﾐ            一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

戸奈　靖憲           ﾄﾅ ﾔｽﾉﾘ             一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

髙井　健自           ﾀｶｲ ｹﾝｼﾞ             一般5 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

西村　知孝           ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ            一般6 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

山下　雄司           ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ            一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上

田邊　真一           ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ            一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

福島　卓哉           ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾔ             一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般13 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

田中　　亨          ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ             一般14 男子 自由形   50m 一般男子

川村　教之           ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ            一般15 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般16 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

常松　利光           ﾂﾈﾏﾂ ﾄｼﾐﾂ            一般17 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

馬渡広太朗           ﾏﾜﾀﾘ ｺｳﾀﾛｳ           一般18 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

多田　匠吾           ﾀﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ            一般19 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般20 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

山本　　寛          ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ             大学（1）21 男子 自由形  100m 一般男子

大学（1）22 男子 個人メドレー  200m 一般男子

沼田　俊行           ﾇﾏﾀ ﾄｼﾕｷ             一般23 男子 個人メドレー  200m 一般男子

坪内　　彩          ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ             一般24 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

藤田　佳那           ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ             一般25 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

遠藤　奈々           ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ             一般26 女子 自由形   50m 一般女子

木村　友紀           ｷﾑﾗ ﾕｷ              一般27 女子 自由形   50m 一般女子

一般28 女子 自由形  100m 一般女子

27520
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪税関        
性別: 申込種目:

足立　直人           ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾄ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

橋野　泰明           ﾊｼﾉ ﾔｽｱｷ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

27521
氏名: カナ: 学校:No.:

住友精化        
性別: 申込種目:

井村　一徳           ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

27522
氏名: カナ: 学校:No.:

STROKE-D        
性別: 申込種目:

山本　晴基           ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

27523
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾄｳｷｮｳﾋﾞｿｳ       
性別: 申込種目:
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江本　達哉           ｴﾓﾄ ﾀﾂﾔ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

27527
氏名: カナ: 学校:No.:

ｶﾝﾎﾟｾｲﾒｲ        
性別: 申込種目:

西村有理花           ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘｶ             一般1 女子 自由形   50m 一般女子

一般2 女子 自由形  100m 一般女子

清水　玲菜           ｼﾐｽﾞ ﾚｲﾅ             一般3 女子 自由形   50m 一般女子

一般4 女子 自由形  100m 一般女子

27528
氏名: カナ: 学校:No.:

交野市役所      
性別: 申込種目:

山本　尚志           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

27530
氏名: カナ: 学校:No.:

ジェル北野田    
性別: 申込種目:

大野　亮一           ｵｵﾉ ﾘｮｳｲﾁ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

西岡　邦仁           ﾆｼｵｶ ｸﾆﾋﾄ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

木下　裕司           ｷﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ            一般5 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

清水　哲平           ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ           一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

宮崎　利洋           ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ          一般8 男子 自由形  100m 一般男子

一般9 男子 バタフライ  100m 一般男子

中條　宏哉           ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ           一般10 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

黒田　裕子           ｸﾛﾀ ﾕｳｺ             一般11 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

住田　仁美           ｽﾐﾀﾞ ﾋﾄﾐ             一般12 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般13 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

森田　恵理           ﾓﾘﾀ ｴﾘ              一般14 女子 自由形   50m 一般女子

一般15 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

27538
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン        
性別: 申込種目:

竹村　　幸          ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ             一般1 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

27539
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市消防局    
性別: 申込種目:

加賀　朋司           ｶｶﾞ ﾄﾓｼﾞ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

西川　暢彦           ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ           一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

濱岡　孝史           ﾊﾏｵｶ ﾀｶｼ             一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

27540
氏名: カナ: 学校:No.:

ｻｶｲｼﾔｸｼｮ        
性別: 申込種目:

田中　伸五           ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

27541
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＯＫＵＹＯ    
性別: 申込種目:

得津　信雄           ﾄｸﾂ ﾉﾌﾞｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

27551
氏名: カナ: 学校:No.:

チームKOZ       
性別: 申込種目:

谷川　哲朗           ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ           一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子
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山階　早姫           ﾔﾏｼﾅ ｻｷ             一般3 女子 自由形  100m 一般女子

一般4 女子 自由形  200m 一般女子

27558
氏名: カナ: 学校:No.:

中谷商会        
性別: 申込種目:

中谷　　等          ﾅｶﾀﾆ ﾋﾄｼ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

27559
氏名: カナ: 学校:No.:

東和薬品        
性別: 申込種目:

寺西　正登           ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾄ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

佐伯　淑子           ｻﾍｷ ﾄｼｺ             一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般4 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

27564
氏名: カナ: 学校:No.:

関西電力大阪    
性別: 申込種目:

小寺　一也           ｺﾃﾗ ｶｽﾞﾔ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

浜口　一弘           ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ          一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

杉井　繁夫           ｽｷﾞｲ ｼｹﾞｵ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

松山　祐二           ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ            一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

浦川　貴史           ｳﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ            一般5 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

田脇　翔太           ﾀﾜｷ ｼｮｳﾀ             一般6 男子 自由形  200m 一般男子

一般7 男子 自由形  400m 一般男子

柳本　　大          ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲ           一般8 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

上原　真衣           ｳｴﾊﾗ ﾏｲ             一般9 女子 自由形   50m 一般女子

一般10 女子 バタフライ   50m 一般女子

尾崎　久美           ｵｻﾞｷ ｸﾐ             一般11 女子 自由形   50m 一般女子

一般12 女子 自由形  100m 一般女子

27565
氏名: カナ: 学校:No.:

三洋電機        
性別: 申込種目:

松平　慎二           ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｼﾝｼﾞ          一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

吉村　　賢          ﾖｼﾑﾗ ｻﾄｼ             一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

後藤　壮謙           ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾉﾘ            一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

浅田　康朗           ｱｻﾀﾞ ﾔｽｵ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

三宅　泰人           ﾐﾔｹ ﾔｽﾄ             一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

27568
氏名: カナ: 学校:No.:

ヤンマー        
性別: 申込種目:

荒居　　誠          ｱﾗｲ ﾏｺﾄ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

三宅　茂雄           ﾐﾔｹ ｼｹﾞｵ             一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

山下　綱丈           ﾔﾏｼﾀ ﾂﾅﾀｹ            一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

大石　高裕           ｵｵｲｼ ﾀｶﾋﾛ            一般6 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

大西　寿一           ｵｵﾆｼ ﾄｼｶｽﾞ           一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

27569
氏名: カナ: 学校:No.:

クボタ          
性別: 申込種目:

大西　辰広           ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾋﾛ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上
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徳田　敬三           ﾄｸﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ           一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

前田　秀二           ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ           一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

藤本　佳秀           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ          一般6 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

野田　修司           ﾉﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ            一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

石原　睦久           ｲｼﾊﾗ ﾑﾂﾋｻ            一般9 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

東　　　郷          ｱﾂﾞﾏ ｷｮｳ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

倉本　繁樹           ｸﾗﾓﾄ ｼｹﾞｷ            一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般12 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

江里口裕志           ｴﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｼ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 自由形  200m 一般男子

藤井　慎弥           ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾔ             一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

27583
氏名: カナ: 学校:No.:

シャープ本社    
性別: 申込種目:

岡　　浩司          ｵｶ ｺｳｼﾞ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

原　　利光          ﾊﾗ ﾄｼﾐﾂ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

27585
氏名: カナ: 学校:No.:

東建コーポ      
性別: 申込種目:

松本　　純          ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

27588
氏名: カナ: 学校:No.:

SWANS           
性別: 申込種目:

鳥谷　好孝           ﾄﾘﾀﾆ ﾖｼﾀｶ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

横内聡一郎           ﾖｺｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ          一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

福島　　徹          ﾌｸｼﾏ ﾄｵﾙ             一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

原　　健輔          ﾊﾗ ｹﾝｽｹ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

松尾　直哉           ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ             一般9 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般10 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

濵野　　淳          ﾊﾏﾉ ｼﾞｭﾝ             一般11 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

西野　　敬          ﾆｼﾉ ｹｲ              一般13 男子 自由形  200m 一般男子

小林　泰子           ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ            一般14 女子 自由形   50m 一般女子

一般15 女子 自由形  100m 一般女子

27590
氏名: カナ: 学校:No.:

富田林市消防    
性別: 申込種目:

浜田　雅志           ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｼ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

27591
氏名: カナ: 学校:No.:

天王寺高教員    
性別: 申込種目:

内堀　晴則           ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾉﾘ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

27598
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪学芸教員    
性別: 申込種目:
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平下　　心          ﾋﾗｼﾀ ｺｺﾛ             一般1 女子 自由形  200m 一般女子

一般2 女子 バタフライ  100m 一般女子

27610
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲｰﾄﾝ            
性別: 申込種目:

宮田　貴裕           ﾐﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

28702
氏名: カナ: 学校:No.:

GUNZE           
性別: 申込種目:

船本　義則           ﾌﾅﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

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 ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

白石　広幸           ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

松下　　敦          ﾏﾂｼﾀ ｱﾂｼ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

谷本　秀彦           ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ           一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

山内　康寛           ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋﾛ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

岡田　　基          ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

田中　宗親           ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ             一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

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 一般男子

渡部　佑磨           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ            一般14 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

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 ３０歳以上

28707
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鐵住金尼    
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 ５０歳以上

津川　正広           ﾂｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

立田　　司          ﾀﾂﾀ ﾂｶｻ             一般4 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

大塚　茂人           ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾄ            一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

上中　隆弘           ｳｴﾅｶ ﾀｶﾋﾛ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

河上　忠司           ｶﾜｶﾐ ﾀﾀﾞｼ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

今崎　陽司           ｲﾏｻｷ ﾀｶｼ             一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

秋葉　大介           ｱｷﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ           一般13 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般14 男子 自由形  100m ３０歳以上

安本　篤史           ﾔｽﾓﾄ ｱﾂｼ             一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

真崎　智哉           ﾏｻｷ ﾄﾓﾔ             一般17 男子 自由形  100m 一般男子

28709
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鐡住金広畑  
性別: 申込種目:
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松浦　敏夫           ﾏﾂｳﾗ ﾄｼｵ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

濃野　通博           ﾉｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

堀江　久雄           ﾎﾘｴ ﾋｻｵ             一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

長谷川鉄也           ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ            一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

小畑　克也           ｵﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ             一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

高橋　孝充           ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾐﾁ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

福井　利明           ﾌｸｲ ﾄｼｱｷ             一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

野村　洋人           ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ             一般9 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

杉端　迅人           ｽｷﾞﾊﾀ ﾊﾔﾄ            一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

井上　裕規           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ             一般12 男子 自由形  100m 一般男子

一般13 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

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

西脇　曜子           ﾆｼﾜｷ ﾖｳｺ             一般15 女子 自由形   50m 一般女子

井上　幸子           ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ             一般16 女子 自由形   50m 一般女子

一般17 女子 バタフライ   50m 一般女子

28710
氏名: カナ: 学校:No.:

長田教員        
性別: 申込種目:

清澤　芳寛           ｷﾖｻﾜ ﾖｼﾋﾛ            一般1 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

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 バタフライ   50m ５０歳以上

滝元　良一           ﾀｷﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ           一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

山本　　隆          ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ             一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

前川　和男           ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ            一般4 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般5 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

高橋　伸武           ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｹ           一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

笠松　　学          ｶｻﾏﾂ ｻﾄﾙ             一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

三枝　正平           ﾐｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ           一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上

小松　康範           ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ             一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

石丸　亮介           ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ           一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

山本　浩路           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般12 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般13 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

井上　拓也           ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ             一般14 男子 自由形  100m 一般男子

一般15 男子 自由形  200m 一般男子

真柴　由実           ﾏｼﾊﾞ ﾖｼﾐ             一般16 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

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 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

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 ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

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 ５０歳以上

54/67 ページ2013年7月12日 19:54:55



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
森岡　身能           ﾓﾘｵｶ ﾐﾖｼ             一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

堀井　昭彦           ﾎﾘｲ ｱｷﾋｺ             一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

原田建一郎           ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ          一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

竹内　秀夫           ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ            一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

谷口　　渉          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ            一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

成田　大輔           ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ            一般9 男子 自由形  100m 一般男子

一般10 男子 自由形  200m 一般男子

楢原　健一           ﾅﾗﾊﾗ ｹﾝｲﾁ            一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

奥見光太郎           ｵｸﾐ ｺｳﾀﾛｳ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 バタフライ  100m 一般男子

廣田　翔吾           ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ            一般15 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

28734
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸       
性別: 申込種目:

山口　陽子           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ            一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

28736
氏名: カナ: 学校:No.:

アクア          
性別: 申込種目:

金　　一波          ｷﾝ ｶｽﾞﾅﾐ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

宮城　大樹           ﾐﾔｷﾞ ﾀｲｷ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

竹田　洋輔           ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ            一般4 男子 自由形  400m 一般男子

鎌土　綾香           ｶﾏﾄﾞ ｱﾔｶ             一般5 女子 バタフライ  100m 一般女子

一般6 女子 個人メドレー  200m 一般女子

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 ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

田中　健吾           ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

28750
氏名: カナ: 学校:No.:

シスメックス    
性別: 申込種目:

田端誠一郎           ﾀﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ          一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

山田　洋見           ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ             一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

稲垣　　淳          ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ           一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

小田　哲也           ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ             一般5 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

一般6 男子 個人メドレー  200m 一般男子

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 ４０歳以上

坂根　　徹          ｻｶﾈ ﾄｵﾙ             一般2 男子 自由形   50m ３０歳以上

垣谷真紀子           ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ             一般3 女子 バタフライ   50m 一般女子

後藤　沙莉           ｺﾞﾄｳ ｻﾘ             一般4 女子 自由形  100m 一般女子

28754
氏名: カナ: 学校:No.:

コープこうべ    
性別: 申込種目:

津守阿紀子           ﾂﾓﾘ ｱｷｺ             一般1 女子 自由形   50m 一般女子
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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 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子

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 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

28770
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI             
性別: 申込種目:

桝田　孝一           ﾏｽﾀ ｺｳｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

長井　　健          ﾅｶﾞｲ ｹﾝ             一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

森　耕太郎           ﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ             一般3 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

下酔尾将一           ｼﾓｴﾉｵ ｼｮｳｲﾁ          一般4 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

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 ５０歳以上

田口　浩幸           ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ            一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

三宅浩太郎           ﾐﾔｹ ｺｳﾀﾛｳ            一般3 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

河内　行治           ｶﾜﾁ ｺｳｼﾞ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

中村　順一           ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ          一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

早川　嘉久           ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋｻ            一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

水谷　浩志           ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ           一般9 男子 自由形  100m 一般男子

馬場　俊貴           ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼｷ             一般10 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般11 男子 個人メドレー  200m 一般男子

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

一般13 男子 自由形  200m 一般男子

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 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子

28791
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱重工高砂    
性別: 申込種目:

和田　健太           ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 自由形  200m 一般男子

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 平泳ぎ   50m ５０歳以上

29301
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良県庁        
性別: 申込種目:

寺本　　卓          ﾃﾗﾓﾄ ﾀｸ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

宮川　朋史           ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ           一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

中村　正直           ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾅｵ            一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上
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30704
氏名: カナ: 学校:No.:

NSSMC和歌山     
性別: 申込種目:

北島　　進          ｷﾀｼﾞﾏ ｽｽﾑ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

梁川　恵一           ﾔﾅｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ           一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

目片　正昭           ﾒｶﾀ ﾏｻｱｷ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

中村　裕和           ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ           一般6 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般7 男子 自由形  100m ３０歳以上

前山　大吉           ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ           一般8 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

高須賀恵司           ﾀｶｽｶ ｹｲｼﾞ            一般10 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

松田　裕也           ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ             一般11 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

30706
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山県庁      
性別: 申込種目:

人瀬　昭一           ﾋﾄｾ ｼｮｳｲﾁ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

原田　泰寛           ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

平林　照浩           ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾋﾛ          一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

操本　隆紀           ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

中尾　幸平           ﾅｶｵ ｺｳﾍｲ             一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

井原　誉文           ｲﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ             一般11 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般12 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

30709
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾜｲｽﾞ            
性別: 申込種目:

岡本　直子           ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ             一般1 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般2 女子 個人メドレー  200m 一般女子

30713
氏名: カナ: 学校:No.:

トライＬＯ      
性別: 申込種目:

藤井　幹雄           ﾌｼﾞｲ ﾐｷｵ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

吉田　友之           ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

川井　一輝           ｶﾜｲ ｶｽﾞﾃﾙ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般6 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

小賀　史憲           ｺｶﾞ ﾌﾐﾉﾘ             一般7 男子 自由形  100m 一般男子

一般8 男子 自由形  200m 一般男子

平林　由加           ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｶ            一般9 女子 自由形   50m 一般女子

伊藤あすみ           ｲﾄｳ ｱｽﾐ             一般10 女子 自由形   50m 一般女子

一般11 女子 自由形  100m 一般女子

30715
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＹ企画        
性別: 申込種目:

下津　有一           ｼﾓﾂ ﾕｳｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上
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高梨　博光           ﾀｶﾅｼ ﾋﾛﾐﾂ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

31119
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取東部消防    
性別: 申込種目:

上田　大智           ｳｴﾀ ﾀﾞｲﾁ             一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

32269
氏名: カナ: 学校:No.:

朝日生命        
性別: 申込種目:

富　一二三           ﾄﾐ ﾋﾌﾐ              一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

32450
氏名: カナ: 学校:No.:

島根SS江津      
性別: 申込種目:

前田　新維           ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀﾀﾞ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

33102
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱化学水島
性別: 申込種目:

亀尾　広志 ｶﾒｵ ﾋﾛｼ 一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

石井　則夫 ｲｼｲ ﾉﾘｵ 一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

33103
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ倉敷      
性別: 申込種目:

名和　計教           ﾅﾜ ｶｽﾞﾉﾘ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

宇野　一幸           ｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ             一般2 男子 自由形   50m ５０歳以上

佐藤　準人           ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾄ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

春名　　学          ﾊﾙﾅ ﾏﾅﾌﾞ             一般5 男子 自由形   50m ４０歳以上

若松　　穣          ﾜｶﾏﾂ ﾐﾉﾙ             一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

竹山　裕俊           ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ            一般7 男子 自由形  100m 一般男子

一般8 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

津嶋　将至           ﾂｼﾏ ﾏｻｼ             一般9 男子 自由形  100m 一般男子

守屋　智子           ﾓﾘﾔ ﾄﾓｺ             一般10 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般11 女子 個人メドレー  200m 一般女子

遠藤　典子           ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ            一般12 女子 自由形   50m 一般女子

一般13 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

春名　知子           ﾊﾙﾅ ﾄﾓｺ             一般14 女子 自由形   50m 一般女子

大野由紀子           ｵｵﾉ ﾕｷｺ             一般15 女子 バタフライ   50m 一般女子

一般16 女子 個人メドレー  200m 一般女子

33106
氏名: カナ: 学校:No.:

瀬戸埠頭(株)    
性別: 申込種目:

岡本　栄二           ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

浜田賀津弘           ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

33111
氏名: カナ: 学校:No.:

富士通岡山      
性別: 申込種目:

川上耕一郎           ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

山田　征吾           ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺﾞ            一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

33113
氏名: カナ: 学校:No.:

岡大教職        
性別: 申込種目:

田中　克己           ﾀﾅｶ ｶﾂﾐ             一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上
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和田　茂樹           ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

上杉　幸嗣           ｳｴｽｷﾞ ｺｳｼﾞ           一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

川本　雅毅           ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｷ             一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

樋口　芳孝           ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ            一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

倉橋　寛明           ｸﾗﾊｼ ﾋﾛｱｷ            一般9 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

高橋　尚也           ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ             一般11 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般12 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

藤原　哲夫           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾂｵ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 自由形  200m 一般男子

岩澤　　亮          ｲﾜｻﾞﾜ ﾏｺﾄ            一般15 男子 自由形  100m 一般男子

吉岡　武大           ﾖｼｵｶ ﾀｹﾋﾛ            一般16 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

33138
氏名: カナ: 学校:No.:

理大附高教職    
性別: 申込種目:

高塚　哲治           ﾀｶﾂｶ ﾃﾂｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

33140
氏名: カナ: 学校:No.:

IPU教職員       
性別: 申込種目:

平山　優貴           ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｷ             一般1 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般2 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

33422
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山県体協      
性別: 申込種目:

山野井健太           ﾔﾏﾉｲ ｹﾝﾀ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

34024
氏名: カナ: 学校:No.:

ＭＡＺＤＡ      
性別: 申込種目:

島袋　靖久           ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾔｽﾋｻ          一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

渡辺　伸明           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ          一般3 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般4 男子 自由形  100m ３０歳以上

松本　慎弥           ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾔ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

大木　　悟          ｵｵｷ ｻﾄﾙ             一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般8 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

拜崎　幸雄           ﾊｲｻﾞｷ ﾕｷｵ            一般9 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般10 男子 自由形  100m ３０歳以上

足立　崇勝           ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾏｻ            一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 自由形  200m 一般男子

小林　健人           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾄ           一般13 男子 バタフライ  100m 一般男子

林　　拓馬          ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ             一般14 男子 自由形  100m 一般男子

一般15 男子 バタフライ  100m 一般男子

福澤　良子           ﾌｸｻﾞﾜ ﾅｶﾞｺ           一般16 女子 自由形  200m 一般女子

一般17 女子 バタフライ  100m 一般女子

34041
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ福山      
性別: 申込種目:

栗原　正典           ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

中村　孝治           ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ            一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上
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34184
氏名: カナ: 学校:No.:

海自呉          
性別: 申込種目:

川本喜一郎           ｶﾜﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ           一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

戸来　俊彦           ﾍﾗｲ ﾄｼﾋｺ             一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

清辻　　勝          ｷﾖﾂｼﾞ ﾏｻﾙ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

吉田　友彦           ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ            一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

村上　佳宏           ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾋﾛ            一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

田中地　剛           ﾀﾅｶｼﾞ ｺﾞｳ            一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

安井　拓哉           ﾔｽｲ ﾀｸﾔ             一般9 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般10 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

菅井　文裕           ｽｶﾞｲ ﾌﾐﾋﾛ            一般11 男子 自由形  100m 一般男子

梅田　裕貴           ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ             一般12 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般13 男子 個人メドレー  200m 一般男子

佐々木謙吾           ｻｻｷ ｹﾝｺﾞ             一般14 男子 バタフライ  100m 一般男子

西野　健二           ﾆｼﾉ ｹﾝｼﾞ             一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 個人メドレー  200m 一般男子

村中　建太           ﾑﾗﾅｶ ｹﾝﾀ             一般17 男子 自由形  200m 一般男子

一般18 男子 自由形  400m 一般男子

結城　羅士           ﾕｳｷ ﾗｵｳ             一般19 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

蓮井　誠也           ﾊｽｲ ｾｲﾔ             一般20 男子 自由形  200m 一般男子

一般21 男子 自由形  400m 一般男子

川本　秀一           ｶﾜﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ           一般22 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般23 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

34190
氏名: カナ: 学校:No.:

ジェル広島      
性別: 申込種目:

徳永　晴也           ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾔ            一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

34219
氏名: カナ: 学校:No.:

中国電力広島    
性別: 申込種目:

水畑　　博          ﾐｽﾞﾊﾀ ﾋﾛｼ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

梶谷　敏之           ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ           一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

川越　孝宏           ｶﾜｺﾞｴ ﾀｶﾋﾛ           一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 自由形  100m ３０歳以上

小泉　勇人           ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ            一般7 男子 自由形  100m 一般男子

34262
氏名: カナ: 学校:No.:

広島市役所      
性別: 申込種目:

山縣　孝義           ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾖｼ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

土井　雅夫           ﾄﾞｲ ﾏｻｵ             一般3 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

芝　　啓造          ｼﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ            一般5 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

田川　重信           ﾀｶﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾌﾞ          一般7 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般8 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

喜田　　賢          ｷﾀ ｹﾝ               一般9 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般10 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

津村　栄太           ﾂﾑﾗ ｴｲﾀ             一般11 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

60/67 ページ2013年7月12日 19:54:56



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
西村　　進          ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾑ             一般12 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般13 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

植田　謙吉           ｳｴﾀﾞ ｹﾝｷﾁ            一般14 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

谷本　瑞樹           ﾀﾆﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            一般15 男子 自由形  100m ３０歳以上

彌益　耕平           ﾔﾏｽ ｺｳﾍｲ             一般16 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般17 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

三上　知文           ﾐｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ             一般18 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般19 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

竹松　真吾           ﾀｹﾏﾂ ｼﾝｺﾞ            一般20 男子 個人メドレー  200m 一般男子

橋原　圭哉           ﾊｼﾊﾗ ｹｲﾔ             一般21 男子 自由形  200m 一般男子

伊藤　和美           ｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ             一般22 女子 自由形   50m 一般女子

一般23 女子 自由形  100m 一般女子

小川　暁子           ｵｶﾞﾜ ｱｷｺ             一般24 女子 自由形   50m 一般女子

34269
氏名: カナ: 学校:No.:

ｶｲｼﾞｴﾀｼﾞﾏ       
性別: 申込種目:

林　　秀一          ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

川田　　貴          ｶﾜﾀ ﾀｶｼ             一般3 男子 個人メドレー  200m 一般男子

重富　竜次           ｼｹﾞﾄﾐ ﾘｭｳｼﾞ          一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

益田　穣治           ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ          一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

柴田　憲志           ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ            一般6 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

東　淳一郎           ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ        一般7 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

山内　麻代           ﾔﾏｳﾁ ﾏﾖ             一般9 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般10 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

34272
氏名: カナ: 学校:No.:

SJﾋﾛｼﾏ          
性別: 申込種目:

関　　崇彦          ｾｷ ﾀｶﾋｺ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

34282
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾂﾈｲｼ            
性別: 申込種目:

坂本　吉則           ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

濱　　宏和          ﾊﾏ ﾋﾛｶｽﾞ             一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

田邊　展久           ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ           一般5 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

五藤　祐輔           ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ            一般7 男子 自由形  100m 一般男子

一般8 男子 バタフライ  100m 一般男子

鷲尾　仁美           ﾜｼｵ ﾋﾄﾐ             一般9 女子 自由形   50m 一般女子

34312
氏名: カナ: 学校:No.:

広島修道大学    
性別: 申込種目:

友定　麻紀           ﾄﾓｻﾀﾞ ﾏｷ             一般1 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

35301
氏名: カナ: 学校:No.:

新日鐵住金光    
性別: 申込種目:

友森　　彰          ﾄﾓﾓﾘ ｱｷﾗ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 自由形  400m 一般男子

35303
氏名: カナ: 学校:No.:

日本ゼオン      
性別: 申込種目:

61/67 ページ2013年7月12日 19:54:56



第64回日本実業団水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
井上　潤一           ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ          一般1 男子 自由形  200m 一般男子

一般2 男子 個人メドレー  200m 一般男子

35308
氏名: カナ: 学校:No.:

トクヤマ        
性別: 申込種目:

山本　芳昭           ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

小林　太郎           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ            一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

村瀬　英治           ﾑﾗｾ ｴｲｼﾞ             一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

冨田　照光           ﾄﾐﾀ ﾃﾙﾐﾂ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

梅本謙二郎           ｳﾒﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ          一般6 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般7 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

渡辺　英孝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ          一般8 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

一般9 男子 平泳ぎ  200m 一般男子

野村　香織           ﾉﾑﾗ ｶｵﾘ             一般10 女子 自由形   50m 一般女子

一般11 女子 自由形  100m 一般女子

35319
氏名: カナ: 学校:No.:

海自岩国        
性別: 申込種目:

森重　正光           ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｻﾐﾂ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

西園　喜洋           ﾆｼｿﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ           一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

仁井村　要           ﾆｲﾑﾗ ｶﾅﾒ             一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般5 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

岡部　英雄           ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ            一般6 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

表田　高鋭           ｵﾓﾀ ﾀｶﾄｼ             一般7 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

加藤　　剛          ｶﾄｳ ﾂﾖｼ             一般8 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

小野　敏秀           ｵﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ             一般9 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

大久保陽平           ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳﾍｲ           一般10 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

横田　健太           ﾖｺﾀ ｹﾝﾀ             一般11 男子 自由形  100m 一般男子

一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

黒崎　　皓          ｸﾛｻｷ ﾋｶﾙ             一般13 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般14 男子 バタフライ  200m 一般男子

小野美和子           ｵﾉ ﾐﾜｺ              一般15 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

鈴木　　悠          ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ             一般16 女子 自由形   50m 一般女子

西尾　菜月           ﾆｼｵ ﾅﾂｷ             一般17 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般18 女子 バタフライ   50m 一般女子

前田　理美           ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ             一般19 女子 自由形   50m 一般女子

一般20 女子 自由形  200m 一般女子

35369
氏名: カナ: 学校:No.:

日本製紙岩国    
性別: 申込種目:

白石　和訓           ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾉﾘ           一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

35370
氏名: カナ: 学校:No.:

宇部興産        
性別: 申込種目:

古川　　実          ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

島野　哲郎           ｼﾏﾉ ﾃﾂﾛｳ             一般3 男子 自由形  200m 一般男子

一般4 男子 バタフライ  100m 一般男子

吉田　一成           ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ           一般5 男子 自由形  100m 一般男子

一般6 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

上坂登志夫           ｳｴｻｶ ﾄｼｵ             一般7 男子 自由形  200m 一般男子
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上坂登志夫           ｳｴｻｶ ﾄｼｵ             一般8 男子 個人メドレー  200m 一般男子

35373
氏名: カナ: 学校:No.:

中国電力山口    
性別: 申込種目:

岩本　賢治           ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ            一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

35385
氏名: カナ: 学校:No.:

下関市役所      
性別: 申込種目:

廣中浩一朗           ﾋﾛﾅｶ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般2 男子 自由形  100m ３０歳以上

丸毛　健一           ﾏﾙﾓ ｹﾝｲﾁ             一般3 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

田上　　宏          ﾀﾉｳｴ ﾋﾛｼ             一般5 男子 自由形  100m 一般男子

一般6 男子 自由形  200m 一般男子

35386
氏名: カナ: 学校:No.:

海自小月        
性別: 申込種目:

永里　秀雄           ﾅｶﾞｻﾄ ﾋﾃﾞｵ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

飯盛　久輝           ｲｲﾓﾘ ﾋｻﾃﾙ            一般2 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般3 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

本田　教也           ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾔ             一般4 男子 自由形   50m ３０歳以上

中村　航海           ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ            一般5 男子 自由形  100m 一般男子

今　　郁登          ｺﾝ ﾌﾐﾄ              一般6 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

門谷　幸亮           ｶﾄﾞﾔ ｺｳｽｹ            一般7 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

中水　尚平           ﾅｶﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ          一般8 男子 個人メドレー  200m 一般男子

35388
氏名: カナ: 学校:No.:

JACK            
性別: 申込種目:

安藤　昭彦           ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ           一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

35396
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱重工下関    
性別: 申込種目:

奥村　直樹           ｵｸﾑﾗ ﾅｵｷ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

中村　　慎          ﾅｶﾑﾗ ｼﾝ             一般3 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般4 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

中野　雄介           ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ             一般5 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

36816
氏名: カナ: 学校:No.:

郡家小          
性別: 申込種目:

大西　慎二           ｵｵﾆｼ ｼﾝｼﾞ            一般1 男子 自由形   50m ３０歳以上

36818
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＴＴ西香川    
性別: 申込種目:

伊達　和昌           ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾏｻ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

37708
氏名: カナ: 学校:No.:

メビウス        
性別: 申込種目:

山本　俊輔           ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ           一般1 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

38410
氏名: カナ: 学校:No.:

cutAzuma        
性別: 申込種目:

東　　修二          ｱｽﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ           一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上
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40050
氏名: カナ: 学校:No.:

ｳﾐｼｮｳｷｮｳｲﾝ      
性別: 申込種目:

佐々木貴士           ｻｻｷ ﾀｶｼ             一般1 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

40544
氏名: カナ: 学校:No.:

ワンダーイヤーズ
性別: 申込種目:

今井　亮介           ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

40545
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾆﾌﾟﾛ            
性別: 申込種目:

納土　弘文           ﾉｳﾄﾞ ﾋﾛﾌﾐ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

40546
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＲ九州        
性別: 申込種目:

小川　　仁          ｵｶﾞﾜ ﾋﾄｼ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

岩下　彩乃           ｲﾜｼﾀ ｱﾔﾉ             一般3 女子 自由形  100m 一般女子

一般4 女子 バタフライ   50m 一般女子

40552
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾋﾗｵｼｮｸｲﾝ        
性別: 申込種目:

松本　雄生           ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ             一般1 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

40553
氏名: カナ: 学校:No.:

ＰＸ大野城      
性別: 申込種目:

日高　誠大           ﾋﾀﾞｶ ﾏｺﾄ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

野瀬　　瞳          ﾉｾ ﾋﾄﾐ              一般2 女子 平泳ぎ   50m 一般女子

一般3 女子 平泳ぎ  100m 一般女子

40619
氏名: カナ: 学校:No.:

西日本産業衛生会
性別: 申込種目:

中園　英憲           ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ          一般1 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

坂上　祐太           ｻｶｶﾞﾐ ﾕｳﾀ            一般3 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般4 男子 個人メドレー  200m 一般男子

宮本　知枝           ﾐﾔﾓﾄ ﾁｴ             一般5 女子 自由形   50m 一般女子

一般6 女子 自由形  100m 一般女子

中請　優美           ﾅｶｳｹ ﾕﾐ             一般7 女子 自由形   50m 一般女子

一般8 女子 自由形  100m 一般女子

40622
氏名: カナ: 学校:No.:

北九州市役所    
性別: 申込種目:

広瀬　竜哉           ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ             一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

42600
氏名: カナ: 学校:No.:

海自佐世保      
性別: 申込種目:

矢野　一彦           ﾔﾉ ｶｽﾞﾋｺ             一般1 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

冨川　英喜           ﾄﾐｶﾜ ﾋﾃﾞｷ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

永江　英夫           ﾅｶﾞｴ ﾋﾃﾞｵ            一般3 男子 自由形  100m ３０歳以上

村田　知則           ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ             一般4 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

京田　佳大           ｷｮｳﾃﾞﾝ ﾖｼﾋﾛ          一般5 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

松尾　勇輔           ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ             一般6 男子 背泳ぎ  100m ３０歳以上

花里　直也           ﾊﾅｻﾄ ﾅｵﾔ             一般7 男子 平泳ぎ  200m 一般男子
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花里　直也           ﾊﾅｻﾄ ﾅｵﾔ             一般8 男子 個人メドレー  200m 一般男子

内田　耕輔           ｳﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ            一般9 男子 自由形  100m 一般男子

一般10 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

關　　大海          ｾｷ ﾀｲｶｲ             一般11 男子 自由形  400m 一般男子

一般12 男子 個人メドレー  200m 一般男子

山口　幸樹           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ            一般13 男子 自由形  100m 一般男子

一般14 男子 平泳ぎ  100m 一般男子

松之段直子           ﾏﾂﾉﾀﾞﾝ ﾅｵｺ           一般15 女子 自由形   50m 一般女子

一般16 女子 自由形  100m 一般女子

林田　郁美           ﾊﾔｼﾀﾞ ｲｸﾐ            一般17 女子 自由形   50m 一般女子

42625
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱重工長崎    
性別: 申込種目:

下田　　翔          ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳ             一般1 男子 自由形  200m 一般男子

田中耕太郎           ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ            一般2 男子 自由形  100m 一般男子

一般3 男子 バタフライ  100m 一般男子

42626
氏名: カナ: 学校:No.:

諫早商業高      
性別: 申込種目:

前田　浩史           ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

42627
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾅｶﾞｻｷｺｸｻｲﾀﾞｲ    
性別: 申込種目:

野中　瑞姫           ﾉﾅｶ ﾐｽﾞｷ             一般1 女子 自由形  100m 一般女子

一般2 女子 自由形  200m 一般女子

42628
氏名: カナ: 学校:No.:

ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ       
性別: 申込種目:

神﨑　亮丞           ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ          一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般2 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

43701
氏名: カナ: 学校:No.:

ホンダ熊本      
性別: 申込種目:

春木　正和           ﾊﾙｷ ﾏｻｶｽﾞ            一般1 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

森　　裕樹          ﾓﾘ ﾋﾛｷ              一般3 男子 自由形  100m 一般男子

43720
氏名: カナ: 学校:No.:

LtdおおがSS     
性別: 申込種目:

大賀　貴嗣           ｵｵｶﾞ ﾀｶﾂｸﾞ           一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  200m 一般男子

大賀友理江           ｵｵｶﾞ ﾕﾘｴ             一般3 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

一般4 女子 背泳ぎ  100m 一般女子

43729
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱﾏｸｻｴｱ          
性別: 申込種目:

武田　敏則           ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

44004
氏名: カナ: 学校:No.:

日鐵住金大      
性別: 申込種目:

織田　秀正           ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

後藤　政美           ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ             一般2 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上

後藤喜代孝           ｺﾞﾄｳ ｷﾖﾀｶ            一般3 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般4 男子 バタフライ   50m ５０歳以上

安部　幸男           ｱﾍﾞ ﾕｷｵ             一般5 男子 自由形   50m ５０歳以上

一般6 男子 背泳ぎ   50m ５０歳以上
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川野　昌宏           ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ             一般7 男子 バタフライ   50m ４０歳以上

佐藤　宗久           ｻﾄｳ ﾑﾈﾋｻ             一般8 男子 自由形  100m ３０歳以上

一般9 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

清原　卓威           ｷﾖﾊﾗ ﾀｸｲ             一般10 男子 自由形   50m ３０歳以上

一般11 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

大北　哲慈           ｵｵｷﾀ ﾃﾂｼﾞ            一般12 男子 自由形   50m ３０歳以上

佐藤　由弥           ｻﾄｳ ﾕｳﾔ             一般13 男子 背泳ぎ   50m ３０歳以上

一般14 男子 バタフライ   50m ３０歳以上

野口　拓郎           ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ            一般15 男子 自由形  100m 一般男子

一般16 男子 自由形  200m 一般男子

村上　太一           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ             一般17 男子 背泳ぎ  100m 一般男子

一般18 男子 背泳ぎ  200m 一般男子

井澤　進也           ｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ             一般19 男子 自由形  100m 一般男子

金丸　滉介           ｶﾅﾏﾙ ｺｳｽｹ            一般20 男子 自由形  200m 一般男子

一般21 男子 個人メドレー  200m 一般男子

山本　幸路           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般22 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般23 男子 バタフライ  200m 一般男子

三浦　直子           ﾐｳﾗ ﾅｵｺ             一般24 女子 自由形   50m 一般女子

一般25 女子 バタフライ   50m 一般女子

屋田みゆき           ﾔﾀﾞ ﾐﾕｷ             一般26 女子 自由形   50m 一般女子

一般27 女子 背泳ぎ   50m 一般女子

44008
氏名: カナ: 学校:No.:

大分市役所      
性別: 申込種目:

川野登志之           ｶﾜﾉ ﾄｼﾕｷ             一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

安達　正幸           ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾕｷ            一般2 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

藤井　和巳           ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ            一般3 男子 平泳ぎ   50m ５０歳以上

舟場　安幸           ﾌﾅﾊﾞ ﾔｽﾕｷ            一般4 男子 自由形   50m ５０歳以上

武安　高志           ﾀｹﾔｽ ﾀｶｼ             一般5 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

大本　哲照           ｵｵﾓﾄ ﾉﾘｱｷ            一般6 男子 自由形   50m ４０歳以上

一般7 男子 背泳ぎ   50m ４０歳以上

衛藤　光成           ｴﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ             一般8 男子 自由形   50m ３０歳以上

末松　一彦           ｽｴﾏﾂ ｶｽﾞﾋｺ           一般9 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般10 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

後藤幸一郎           ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ          一般11 男子 自由形  100m 一般男子

坂梨　智将           ｻｶﾅｼ ﾄﾓﾏｻ            一般12 男子 バタフライ   50m 一般男子

岡野　美央           ｵｶﾉ ﾐｵ              一般13 女子 自由形   50m 一般女子

一般14 女子 自由形  100m 一般女子

44238
氏名: カナ: 学校:No.:

東九州石油      
性別: 申込種目:

山﨑　雄太           ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ             一般1 男子 バタフライ  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  200m 一般男子

44259
氏名: カナ: 学校:No.:

三井造船        
性別: 申込種目:

佐藤　公彦           ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ             一般1 男子 自由形  100m 一般男子

一般2 男子 バタフライ  100m 一般男子

46700
氏名: カナ: 学校:No.:

海自鹿屋        
性別: 申込種目:

山口　　修          ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾑ            一般1 男子 自由形   50m ５０歳以上

松ノ木信彦           ﾏﾂﾉｷ ﾉﾌﾞﾋｺ           一般2 男子 平泳ぎ   50m ４０歳以上

堂園　一也           ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｶｽﾞﾔ          一般3 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上
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堂園　一也           ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｶｽﾞﾔ          一般4 男子 平泳ぎ  200m ３０歳以上

二本松　実           ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾐﾉﾙ            一般5 男子 平泳ぎ   50m ３０歳以上

一般6 男子 平泳ぎ  100m ３０歳以上

柚木裕二郎           ﾕﾉｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ           一般7 男子 自由形  100m 一般男子

大山　祐史           ｵｵﾔﾏ ｵｳｼ             一般8 男子 自由形  100m 一般男子

一般9 男子 自由形  200m 一般男子

宮城　竜介           ﾐﾔﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｽｹ        一般10 男子 自由形  200m 一般男子

一般11 男子 バタフライ  100m 一般男子

出水　志穂           ｲｽﾞﾐ ｼﾎ             一般12 女子 自由形   50m 一般女子

47801
氏名: カナ: 学校:No.:

田辺三菱沖縄    
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 ４０歳以上

一般2 男子 バタフライ   50m ４０歳以上
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