
日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

0100A
氏名: カナ: 区分:No.:

北海道          
性別: 申込種目: 所属並記:

遠藤　　哲      ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾂ       8部65-691 男子 自由形  50m

8部65-692 男子 平泳ぎ  50m

8部65-693 男子 平泳ぎ 100m

鈴木　　勝      ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ       6部55-594 男子 背泳ぎ  50m

6部55-595 男子 背泳ぎ 100m

6部55-596 男子 バタフライ  50m

引地　裕二      ﾋｷﾁ ﾕｳｼﾞ       6部55-597 男子 平泳ぎ 100m

6部55-598 男子 バタフライ  50m

6部55-599 男子 バタフライ 100m

渡辺　和彦      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ    5部50-5410 男子 自由形  50m

下田　　淳      ｼﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝ      5部50-5411 男子 自由形  50m

5部50-5412 男子 自由形 100m

井口　健作      ｲｸﾞﾁ ｹﾝｻｸ      4部45-4913 男子 自由形  50m

4部45-4914 男子 自由形 100m

井上　勝義      ｲﾉｳｴ ｶﾂﾖｼ      4部45-4915 男子 背泳ぎ 100m

4部45-4916 男子 バタフライ 100m

4部45-4917 男子 個人メドレー 200m

三宅　高弘      ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ       2部35-3918 男子 背泳ぎ  50m

2部35-3919 男子 背泳ぎ 100m

2部35-3920 男子 個人メドレー 200m

井上　和子      ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｺ      7部60-6421 女子 バタフライ 100m

引地　敏恵      ﾋｷﾁ ﾄｼｴ        6部55-5922 女子 自由形  50m

6部55-5923 女子 自由形 100m

6部55-5924 女子 バタフライ  50m

奥村　公恵      ｵｸﾑﾗ ｷﾐｴ       5部50-5425 女子 背泳ぎ  50m

5部50-5426 女子 背泳ぎ 100m

5部50-5427 女子 個人メドレー 200m

廣田　亜紀      ﾋﾛﾀ ｱｷ         5部50-5428 女子 自由形  50m

5部50-5429 女子 自由形 100m

岡本　千秋      ｵｶﾓﾄ ﾁｱｷ       4部45-4930 女子 自由形  50m

4部45-4931 女子 自由形 100m

4部45-4932 女子 背泳ぎ  50m

菅原　美香      ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｶ       3部40-4433 女子 自由形  50m

3部40-4434 女子 平泳ぎ  50m
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

03A0A
氏名: カナ: 区分:No.:

岩　手          
性別: 申込種目: 所属並記:

門口　　雄      ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾕｳ      8部65-691 男子 バタフライ  50m

8部65-692 男子 バタフライ 100m

西川　勝夫      ﾆｼｶﾜ ｶﾂｵ       8部65-693 男子 自由形  50m

8部65-694 男子 自由形 100m

工藤　栄三      ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞｿﾞｳ    8部65-695 男子 平泳ぎ  50m

8部65-696 男子 平泳ぎ 100m

久保田智雄      ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｵ       6部55-597 男子 平泳ぎ 100m

6部55-598 男子 個人メドレー 200m

荒川　秀明      ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ     5部50-549 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5410 男子 バタフライ 100m

5部50-5411 男子 個人メドレー 200m

村井　文範      ﾑﾗｲ ﾌﾐﾉﾘ       3部40-4412 男子 平泳ぎ  50m

3部40-4413 男子 平泳ぎ 100m

小原　良一      ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｲﾁ     3部40-4414 男子 平泳ぎ  50m

千葉　義子      ﾁﾊﾞ ﾖｼｺ        6部55-5915 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5916 女子 背泳ぎ 100m

6部55-5917 女子 バタフライ  50m

04Z02
氏名: カナ: 区分:No.:

宮　城
性別: 申込種目: 所属並記:

牛沢　利彦      ｳｼｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ     7部60-641 男子 背泳ぎ  50m

7部60-642 男子 背泳ぎ 100m

7部60-643 男子 個人メドレー 200m

内田　明寿      ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾄｼ      4部45-494 男子 自由形  50m

4部45-495 男子 背泳ぎ  50m

4部45-496 男子 背泳ぎ 100m

辰野　町子      ﾀﾂﾉ ﾏﾁｺ        8部65-697 女子 背泳ぎ  50m

8部65-698 女子 背泳ぎ 100m

8部65-699 女子 個人メドレー 200m

潮田　良子      ｳｼｵﾀﾞ ﾘｮｳｺ     8部65-6910 女子 背泳ぎ 100m

8部65-6911 女子 バタフライ 100m

8部65-6912 女子 個人メドレー 200m

牛沢　文恵      ｳｼｻﾞﾜ ﾌﾐｴ      6部55-5913 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5914 女子 平泳ぎ  50m

6部55-5915 女子 平泳ぎ 100m
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

05Z01
氏名: カナ: 区分:No.:

秋　田          
性別: 申込種目: 所属並記:

佐藤　俊五      ｻﾄｳ ｼｭﾝｺﾞ      6部55-591 男子 平泳ぎ  50m

6部55-592 男子 平泳ぎ 100m

6部55-593 男子 個人メドレー 200m

豊嶋　浩一      ﾄﾖｼﾏ ｺｳｲﾁ      6部55-594 男子 自由形  50m

細川　秀樹      ﾎｿｶﾜ ﾋﾃﾞｷ      5部50-545 男子 平泳ぎ  50m

5部50-546 男子 平泳ぎ 100m

西野　　毅      ﾆｼﾉ ﾂﾖｼ        3部40-447 男子 背泳ぎ  50m

3部40-448 男子 背泳ぎ 100m

3部40-449 男子 バタフライ  50m

長崎　有夏      ﾅｶﾞｻｷ ﾕｶ       5部50-5410 女子 自由形  50m

5部50-5411 女子 自由形 100m

5部50-5412 女子 背泳ぎ  50m

伊藤　志帆      ｲﾄｳ ｼﾎ         3部40-4413 女子 平泳ぎ  50m

3部40-4414 女子 平泳ぎ 100m

齊藤かおり      ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ       2部35-3915 女子 自由形  50m

2部35-3916 女子 バタフライ  50m

06W99
氏名: カナ: 区分:No.:

山　形
性別: 申込種目: 所属並記:

齋藤　利樹      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ       2部35-391 男子 平泳ぎ  50m

2部35-392 男子 平泳ぎ 100m

渡邉　直幸      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ     2部35-393 男子 背泳ぎ  50m

2部35-394 男子 背泳ぎ 100m

2部35-395 男子 平泳ぎ  50m
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

08Z01
氏名: カナ: 区分:No.:

茨  城/日立製
性別: 申込種目: 所属並記:

荻　　　敦      ｵｷﾞ ｱﾂｼ        7部60-641 男子 背泳ぎ  50m 日立製作所

神谷　幸夫      ｶﾐﾔ ﾕｷｵ        6部55-592 男子 自由形  50m

6部55-593 男子 自由形 100m

浮ヶ谷清隆      ｳｷｶﾞﾔ ｷﾖﾀｶ     6部55-594 男子 自由形 100m 日立製作所

6部55-595 男子 バタフライ  50m 日立製作所

渋澤　　始      ｼﾌﾞｻﾜ ﾊｼﾞﾒ     5部50-546 男子 背泳ぎ  50m 日立製作所

白石純一郎      ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  5部50-547 男子 自由形  50m 日立製作所

鈴木　啓之      ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ      5部50-548 男子 自由形  50m 日立製作所

5部50-549 男子 背泳ぎ  50m 日立製作所

清水　　顕      ｼﾐｽﾞ ｹﾝ        4部45-4910 男子 自由形  50m タップ牛久

4部45-4911 男子 背泳ぎ  50m タップ牛久

4部45-4912 男子 バタフライ  50m タップ牛久

今橋　真一      ｲﾏﾊｼ ｼﾝｲﾁ      3部40-4413 男子 平泳ぎ  50m 日立製作所

3部40-4414 男子 平泳ぎ 100m 日立製作所

原　　三裕      ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ        3部40-4415 男子 自由形  50m 日立製作所

高村　昌広      ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ      3部40-4416 男子 平泳ぎ  50m 日立製作所

3部40-4417 男子 平泳ぎ 100m 日立製作所

安田健太郎      ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ     3部40-4418 男子 背泳ぎ  50m 日立製作所

久保　雄志      ｸﾎﾞ ﾕｳｼ        2部35-3919 男子 背泳ぎ  50m 日立製作所

濱口福太郎      ﾊﾏｸﾞﾁ ﾌｸﾀﾛｳ    2部35-3920 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3921 男子 平泳ぎ 100m

加藤　昌弘      ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ       2部35-3922 男子 自由形  50m 日立製作所

足立　明隆      ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾀｶ      1部30-3423 男子 自由形  50m 日立製作所

大竹　昌信      ｵｵﾀｹ ﾏｻﾉﾌﾞ     1部30-3424 男子 自由形  50m

1部30-3425 男子 バタフライ  50m

船田　広明      ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ      1部30-3426 男子 平泳ぎ  50m 日立製作所

1部30-3427 男子 平泳ぎ 100m 日立製作所

白鳥由美子      ｼﾗﾄﾘ ﾕﾐｺ       2部35-3928 女子 自由形 100m タップ牛久

伊藤　瑠美      ｲﾄｳ ﾙﾐ         2部35-3929 女子 平泳ぎ  50m 日立製作所

2部35-3930 女子 平泳ぎ 100m 日立製作所
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

10Z04
氏名: カナ: 区分:No.:

群　馬
性別: 申込種目: 所属並記:

滋野　文夫      ｼｹﾞﾉ ﾌﾐｵ       9部70-741 男子 自由形  50m

9部70-742 男子 自由形 100m

安藤　広幸      ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ     9部70-743 男子 自由形 100m

9部70-744 男子 背泳ぎ 100m

9部70-745 男子 平泳ぎ 100m

仁田山慶正      ﾆﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ      7部60-646 男子 自由形  50m

7部60-647 男子 自由形 100m

7部60-648 男子 バタフライ  50m

金井　明人      ｶﾅｲ ｱｷﾋﾄ       7部60-649 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6410 男子 バタフライ  50m

7部60-6411 男子 バタフライ 100m

山口　友幸      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ     7部60-6412 男子 バタフライ  50m

7部60-6413 男子 バタフライ 100m

今井正太郎      ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ     6部55-5914 男子 バタフライ  50m

6部55-5915 男子 バタフライ 100m

6部55-5916 男子 個人メドレー 200m

坂井　義勝      ｻｶｲ ﾖｼｶﾂ       5部50-5417 男子 自由形 100m

5部50-5418 男子 平泳ぎ  50m

山下　正人      ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ       5部50-5419 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5420 男子 平泳ぎ 100m

板垣　宣秀      ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾘﾋﾃﾞ    4部45-4921 男子 自由形  50m

4部45-4922 男子 自由形 100m

樋口　貴大      ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ      3部40-4423 男子 平泳ぎ  50m

3部40-4424 男子 平泳ぎ 100m

3部40-4425 男子 バタフライ  50m

山崎　大介      ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ    3部40-4426 男子 自由形 100m

3部40-4427 男子 個人メドレー 200m

笹谷　　覚      ｻｻﾔ ｻﾄﾙ        3部40-4428 男子 自由形  50m

3部40-4429 男子 バタフライ  50m

佐々木幸子      ｻｻｷ ｻﾁｺ        7部60-6430 女子 自由形  50m

7部60-6431 女子 背泳ぎ 100m

7部60-6432 女子 バタフライ  50m

白石麻里子      ｼﾗｲｼ ﾏﾘｺ       5部50-5433 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5434 女子 平泳ぎ 100m

長岐　育子      ﾅｶﾞｷ ｲｸｺ       3部40-4435 女子 背泳ぎ  50m

3部40-4436 女子 背泳ぎ 100m

3部40-4437 女子 個人メドレー 200m
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

11M01
氏名: カナ: 区分:No.:

埼　玉          
性別: 申込種目: 所属並記:

西脇　延幸      ﾆｼﾜｷ ﾉﾌﾞﾕｷ     9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

9部70-742 男子 平泳ぎ 100m

高附　直樹      ｺｳﾂﾞｷ ﾅｵｷ      8部65-693 男子 平泳ぎ 100m

須田　邦明      ｽﾀﾞ ｸﾆｱｷ       8部65-694 男子 自由形  50m

柳　　武男      ﾔﾅｷﾞ ﾀｹｵ       8部65-695 男子 バタフライ 100m

8部65-696 男子 個人メドレー 200m

臼井　全人      ｳｽｲ ﾏｻﾄ        7部60-647 男子 自由形  50m

7部60-648 男子 背泳ぎ  50m

7部60-649 男子 背泳ぎ 100m

北島　幸典      ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ     7部60-6410 男子 自由形  50m

7部60-6411 男子 自由形 100m

7部60-6412 男子 バタフライ  50m

浅見　公幸      ｱｻﾐ ﾏｻﾕｷ       6部55-5913 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5914 男子 平泳ぎ 100m

宮田　康範      ﾐﾔﾀ ﾔｽﾉﾘ       6部55-5915 男子 平泳ぎ  50m

早津　英哉      ﾊﾔﾂ ﾋﾃﾞﾔ       6部55-5916 男子 自由形  50m

6部55-5917 男子 自由形 100m

高橋　勝也      ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ       5部50-5418 男子 自由形  50m

青葉　貴明      ｱｵﾊﾞ ﾀｶｱｷ      4部45-4919 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4920 男子 平泳ぎ 100m

藤田　成秋      ﾌｼﾞﾀ ﾅﾙｱｷ      3部40-4421 男子 平泳ぎ  50m

3部40-4422 男子 平泳ぎ 100m

3部40-4423 男子 個人メドレー 200m

堀本　晋哉      ﾎﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ       2部35-3924 男子 自由形  50m

益子　勇也      ﾏｼｺ ﾕｳﾔ        2部35-3925 男子 バタフライ  50m

2部35-3926 男子 バタフライ 100m

2部35-3927 男子 個人メドレー 200m

金子　雅哉      ｶﾈｺ ﾏｻﾔ        1部30-3428 男子 背泳ぎ  50m

1部30-3429 男子 背泳ぎ 100m

1部30-3430 男子 個人メドレー 200m

大渡　克哉      ｵｵﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ      1部30-3431 男子 平泳ぎ  50m

1部30-3432 男子 平泳ぎ 100m

1部30-3433 男子 バタフライ 100m

木ノ本孝子      ｷﾉﾓﾄ ﾀｶｺ       9部70-7434 女子 平泳ぎ  50m

中村　洋子      ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ       9部70-7435 女子 自由形  50m

9部70-7436 女子 背泳ぎ  50m

山田　敦子      ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ       8部65-6937 女子 背泳ぎ  50m

8部65-6938 女子 背泳ぎ 100m

8部65-6939 女子 バタフライ  50m

佐藤　順子      ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ      8部65-6940 女子 背泳ぎ  50m

8部65-6941 女子 バタフライ 100m

8部65-6942 女子 個人メドレー 200m

釜屋恵美子      ｶﾏﾔ ｴﾐｺ        7部60-6443 女子 背泳ぎ  50m

7部60-6444 女子 背泳ぎ 100m

塚田　真澄      ﾂｶﾀﾞ ﾏｽﾐ       7部60-6445 女子 自由形  50m

天井　由美      ｱﾏｲ ﾕﾐ         7部60-6446 女子 自由形  50m

7部60-6447 女子 自由形 100m

7部60-6448 女子 バタフライ  50m

山岸　千春      ﾔﾏｷﾞｼ ﾁﾊﾙ      7部60-6449 女子 個人メドレー 200m

芝崎　　真      ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾏｺ      6部55-5950 女子 自由形  50m
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日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

11M01
氏名: カナ: 区分:No.:

埼　玉          
性別: 申込種目: 所属並記:

早津　恵子      ﾊﾔﾂ ｹｲｺ        6部55-5951 女子 自由形  50m

6部55-5952 女子 自由形 100m

高鳥和可子      ﾀｶﾄﾘ ﾜｶｺ       6部55-5953 女子 自由形  50m

6部55-5954 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5955 女子 背泳ぎ 100m

斎藤　千洋      ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ       6部55-5956 女子 バタフライ  50m

小山内真佐代    ｵｻﾅｲ ﾏｻﾖ       5部50-5457 女子 バタフライ  50m

5部50-5458 女子 バタフライ 100m

5部50-5459 女子 個人メドレー 200m

宮園　智美      ﾐﾔｿﾞﾉ ﾄﾓﾐ      5部50-5460 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5461 女子 平泳ぎ 100m

千葉かおり      ﾁﾊﾞ ｶｵﾘ        5部50-5462 女子 自由形  50m

大久保郁子      ｵｵｸﾎﾞ ｲｸｺ      5部50-5463 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5464 女子 平泳ぎ 100m

日景みちよ      ﾋｶｹﾞ ﾐﾁﾖ       4部45-4965 女子 バタフライ  50m

4部45-4966 女子 バタフライ 100m

小柳　朗世      ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾖ      4部45-4967 女子 平泳ぎ  50m

4部45-4968 女子 平泳ぎ 100m

佐藤　美幸      ｻﾄｳ ﾐﾕｷ        4部45-4969 女子 背泳ぎ  50m

4部45-4970 女子 背泳ぎ 100m

高橋　澄枝      ﾀｶﾊｼ ｽﾐｴ       4部45-4971 女子 平泳ぎ  50m

4部45-4972 女子 平泳ぎ 100m

4部45-4973 女子 個人メドレー 200m

北川　麻美      ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ      1部30-3474 女子 平泳ぎ  50m

1部30-3475 女子 平泳ぎ 100m

時岡　由夏      ﾄｷｵｶ ﾕｶ        1部30-3476 女子 背泳ぎ  50m

7/55 ページ2019年7月31日 14:30:01



日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

1200M
氏名: カナ: 区分:No.:

千　葉          
性別: 申込種目: 所属並記:

岡崎　政更      ｵｶｻﾞｷ ｾｲｺｳ     9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

9部70-742 男子 平泳ぎ 100m

高橋　秀夫      ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ      9部70-743 男子 自由形 100m

平本　武男      ﾋﾗﾓﾄ ﾀｹｵ       8部65-694 男子 背泳ぎ  50m

8部65-695 男子 バタフライ  50m

菱沼　和男      ﾋｼﾇﾏ ｶｽﾞｵ      8部65-696 男子 自由形 100m

8部65-697 男子 個人メドレー 200m

水嶋　義次      ﾐｽﾞｼﾏ ﾖｼﾂｸﾞ    7部60-648 男子 自由形  50m

7部60-649 男子 自由形 100m

富永　希一      ﾄﾐﾅｶﾞ ｷｲﾁ      7部60-6410 男子 自由形  50m

7部60-6411 男子 自由形 100m

金子　弘志      ｶﾈｺ ﾋﾛｼ        7部60-6412 男子 バタフライ  50m

7部60-6413 男子 バタフライ 100m

戸川　義光      ﾄｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ      5部50-5414 男子 バタフライ  50m

5部50-5415 男子 個人メドレー 200m

中村　元城      ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ       5部50-5416 男子 自由形  50m

小野寺　誠      ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ      5部50-5417 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5418 男子 平泳ぎ 100m

珠数　拓也      ｼﾞｭｽﾞ ﾀｸﾔ      5部50-5419 男子 自由形  50m

佐伯　訓一      ｻｴｷ ｸﾝｲﾁ       4部45-4920 男子 自由形  50m

4部45-4921 男子 自由形 100m

清田　圭一      ｷﾖﾀ ｹｲｲﾁ       4部45-4922 男子 自由形 100m

4部45-4923 男子 バタフライ  50m

4部45-4924 男子 バタフライ 100m

今井　　俊      ｲﾏｲ ﾀｶｼ        4部45-4925 男子 自由形  50m

4部45-4926 男子 自由形 100m

佐藤　靖嗣      ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ      4部45-4927 男子 自由形  50m

4部45-4928 男子 自由形 100m

福島　健一      ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ      4部45-4929 男子 バタフライ  50m

新濱　秀樹      ｼﾝﾊﾏ ﾋﾃﾞｷ      4部45-4930 男子 平泳ぎ 100m 千葉市役所

4部45-4931 男子 個人メドレー 200m 千葉市役所

福永　将晃      ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾃﾙ     4部45-4932 男子 背泳ぎ 100m

4部45-4933 男子 個人メドレー 200m

寺西　耕平      ﾃﾗﾆｼ ｺｳﾍｲ      3部40-4434 男子 自由形 100m

長谷川　仁      ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ      3部40-4435 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4436 男子 背泳ぎ 100m

3部40-4437 男子 個人メドレー 200m

岡田　　優      ｵｶﾀﾞ ﾕｳ        3部40-4438 男子 自由形  50m

鹿内　　拓      ｼｶﾅｲ ﾀｸ        3部40-4439 男子 平泳ぎ  50m

3部40-4440 男子 平泳ぎ 100m

3部40-4441 男子 個人メドレー 200m

齋藤　裕一      ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ      2部35-3942 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3943 男子 平泳ぎ 100m

日比野裕輔      ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ      2部35-3944 男子 自由形  50m

2部35-3945 男子 自由形 100m

2部35-3946 男子 バタフライ 100m

増田美恵子      ﾏｽﾀﾞ ﾐｴｺ       7部60-6447 女子 背泳ぎ  50m

7部60-6448 女子 背泳ぎ 100m

平本真由美      ﾋﾗﾓﾄ ﾏﾕﾐ       7部60-6449 女子 自由形  50m

7部60-6450 女子 自由形 100m
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平本真由美      ﾋﾗﾓﾄ ﾏﾕﾐ       7部60-6451 女子 バタフライ  50m

湯浅美江子      ﾕｱｻ ﾐｴｺ        7部60-6452 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6453 女子 平泳ぎ 100m

平石　芳枝      ﾋﾗｲｼ ﾖｼｴ       6部55-5954 女子 自由形  50m

6部55-5955 女子 バタフライ  50m

6部55-5956 女子 バタフライ 100m

下門　淳子      ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｺ   6部55-5957 女子 自由形  50m

6部55-5958 女子 自由形 100m

6部55-5959 女子 個人メドレー 200m

平石志津子      ﾋﾗｲｼ ｼﾂﾞｺ      6部55-5960 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5961 女子 平泳ぎ  50m

6部55-5962 女子 バタフライ  50m

日暮　雅美      ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻﾐ      6部55-5963 女子 自由形 100m

6部55-5964 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5965 女子 背泳ぎ 100m

川島　真里      ｶﾜｼﾏ ﾏﾘ        5部50-5466 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5467 女子 平泳ぎ 100m

工藤　遵江      ｸﾄﾞｳ ﾕｷｴ       4部45-4968 女子 自由形  50m

4部45-4969 女子 自由形 100m

関谷　幸子      ｾｷﾔ ｻﾁｺ        4部45-4970 女子 バタフライ  50m

4部45-4971 女子 バタフライ 100m

4部45-4972 女子 個人メドレー 200m

橋口　和羽      ﾊｼｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊ     1部30-3473 女子 平泳ぎ 100m

1部30-3474 女子 バタフライ  50m
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森田　千晴      ﾓﾘﾀ ﾁﾊﾙ        9部70-741 男子 背泳ぎ 100m

六本木英高      ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ  9部70-742 男子 自由形  50m

9部70-743 男子 自由形 100m

9部70-744 男子 バタフライ 100m

服部　俊治      ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｼﾞ     7部60-645 男子 平泳ぎ  50m

7部60-646 男子 平泳ぎ 100m

兵藤　治志      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾊﾙｼ     7部60-647 男子 背泳ぎ 100m

7部60-648 男子 平泳ぎ 100m

7部60-649 男子 個人メドレー 200m

多賀　　正      ﾀｶﾞ ﾀﾀﾞｼ       7部60-6410 男子 自由形  50m

7部60-6411 男子 背泳ぎ  50m

鑓田　誠一      ﾔﾘﾀ ｾｲｲﾁ       7部60-6412 男子 バタフライ  50m

7部60-6413 男子 バタフライ 100m

各務　勇喜      ｶｶﾐ ﾕｳｷ        7部60-6414 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6415 男子 背泳ぎ 100m

坂田　一晃      ｻｶﾀ ｶｽﾞｱｷ      6部55-5916 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5917 男子 バタフライ  50m

大槻　正明      ｵｵﾂｷ ﾏｻｱｷ      6部55-5918 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5919 男子 平泳ぎ 100m

清水　照久      ｼﾐｽﾞ ﾃﾙﾋｻ      6部55-5920 男子 背泳ぎ 100m

6部55-5921 男子 バタフライ 100m

6部55-5922 男子 個人メドレー 200m

藤波　　浩      ﾌｼﾞﾅﾐ ﾋﾛｼ      5部50-5423 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5424 男子 平泳ぎ 100m

北川　　武      ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｹｼ      5部50-5425 男子 背泳ぎ  50m

5部50-5426 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5427 男子 個人メドレー 200m

平野　裕士      ﾋﾗﾉ ﾋﾛｼ        5部50-5428 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5429 男子 平泳ぎ 100m

後藤紳一郎      ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ    5部50-5430 男子 自由形 100m

5部50-5431 男子 背泳ぎ 100m

稲田　　明 ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾗ 4部45-4932 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4933 男子 背泳ぎ 100m

4部45-4934 男子 個人メドレー 200m

西村　智博      ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ      4部45-4935 男子 自由形  50m

4部45-4936 男子 平泳ぎ  50m

岩城　哲雄      ｲﾜｷ ﾃﾂｵ        4部45-4937 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4938 男子 平泳ぎ 100m

津久井健一郎    ﾂｸｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ     4部45-4939 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4940 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4941 男子 個人メドレー 200m

片山　浩平      ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾍｲ      3部40-4442 男子 自由形 100m

3部40-4443 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4444 男子 背泳ぎ 100m

木島　知弥      ｷｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ       2部35-3945 男子 自由形  50m

2部35-3946 男子 自由形 100m

2部35-3947 男子 平泳ぎ  50m

鈴木謙太朗      ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ     1部30-3448 男子 自由形  50m

1部30-3449 男子 バタフライ  50m

1部30-3450 男子 バタフライ 100m
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田中　智樹      ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ        1部30-3451 男子 自由形  50m

1部30-3452 男子 自由形 100m

榊原　雅史      ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｼ     1部30-3453 男子 自由形  50m

1部30-3454 男子 自由形 100m

吉澤　宏紀      ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ      1部30-3455 男子 平泳ぎ 100m

1部30-3456 男子 バタフライ  50m

1部30-3457 男子 個人メドレー 200m

服部三恵子      ﾊｯﾄﾘ ﾐｴｺ       7部60-6458 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6459 女子 バタフライ  50m

7部60-6460 女子 個人メドレー 200m

杉本　裕子      ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｺ      7部60-6461 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6462 女子 平泳ぎ 100m

近藤志津世      ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾂﾞﾖ     6部55-5963 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5964 女子 背泳ぎ 100m

6部55-5965 女子 平泳ぎ  50m

古田　生穂      ﾌﾙﾀ ｲｸﾎ        6部55-5966 女子 自由形  50m

6部55-5967 女子 自由形 100m

6部55-5968 女子 背泳ぎ 100m

鈴木　里美      ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ       5部50-5469 女子 自由形  50m

5部50-5470 女子 バタフライ  50m

5部50-5471 女子 バタフライ 100m

滝澤　裕美      ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ      5部50-5472 女子 バタフライ  50m

5部50-5473 女子 バタフライ 100m

5部50-5474 女子 個人メドレー 200m

長倉　祥子      ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｺ     5部50-5475 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5476 女子 平泳ぎ 100m

5部50-5477 女子 バタフライ  50m

田中　久子      ﾀﾅｶ ﾋｻｺ        5部50-5478 女子 自由形  50m

5部50-5479 女子 自由形 100m

5部50-5480 女子 平泳ぎ 100m

木村美加子      ｷﾑﾗ ﾐｶｺ        5部50-5481 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5482 女子 平泳ぎ 100m

後藤満美子      ｺﾞﾄｳ ﾏﾐｺ       5部50-5483 女子 自由形  50m

5部50-5484 女子 背泳ぎ  50m

山内ひとみ      ﾔﾏｳﾁ ﾋﾄﾐ       5部50-5485 女子 自由形  50m

5部50-5486 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5487 女子 バタフライ  50m

高橋　園子      ﾀｶﾊｼ ｿﾉｺ       4部45-4988 女子 バタフライ 100m

4部45-4989 女子 個人メドレー 200m

栁井利江子      ﾔﾅｲ ﾘｴｺ        4部45-4990 女子 バタフライ  50m

4部45-4991 女子 バタフライ 100m

4部45-4992 女子 個人メドレー 200m

前田　美紀      ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ        3部40-4493 女子 平泳ぎ  50m

3部40-4494 女子 平泳ぎ 100m

平野　晴子      ﾋﾗﾉ ﾊﾙｺ        3部40-4495 女子 平泳ぎ  50m

3部40-4496 女子 平泳ぎ 100m

岩井　千絵      ｲﾜｲ ﾁｴ         3部40-4497 女子 自由形  50m

3部40-4498 女子 バタフライ  50m

津久井一恵      ﾂｸｲ ｶｽﾞｴ       3部40-4499 女子 自由形 100m

3部40-44100 女子 バタフライ  50m
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津久井一恵      ﾂｸｲ ｶｽﾞｴ       3部40-44101 女子 個人メドレー 200m

中村久美子      ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ       3部40-44102 女子 自由形  50m

3部40-44103 女子 背泳ぎ  50m

3部40-44104 女子 バタフライ  50m

柳澤有佐子      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻｺ     3部40-44105 女子 背泳ぎ  50m

3部40-44106 女子 背泳ぎ 100m

3部40-44107 女子 個人メドレー 200m

森田　知美      ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ        2部35-39108 女子 背泳ぎ 100m

2部35-39109 女子 バタフライ 100m

2部35-39110 女子 個人メドレー 200m

別府由香里      ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｶﾘ      1部30-34111 女子 自由形 100m

1部30-34112 女子 背泳ぎ 100m

1部30-34113 女子 個人メドレー 200m
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小河　純吉      ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷﾁ    9部70-741 男子 背泳ぎ 100m

9部70-742 男子 バタフライ  50m

9部70-743 男子 バタフライ 100m

柏木　孝夫      ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｵ      9部70-744 男子 自由形  50m

9部70-745 男子 平泳ぎ  50m

金井　茂夫      ｶﾅｲ ｼｹﾞｵ       9部70-746 男子 背泳ぎ  50m

9部70-747 男子 背泳ぎ 100m

長嶋　砂夫      ﾅｶﾞｼﾏ ｽﾅｵ      9部70-748 男子 平泳ぎ 100m 横浜市役所

9部70-749 男子 バタフライ  50m 横浜市役所

9部70-7410 男子 バタフライ 100m 横浜市役所

安藤　正信      ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ    9部70-7411 男子 自由形 100m

9部70-7412 男子 平泳ぎ 100m

9部70-7413 男子 個人メドレー 200m

坪井　晴人      ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ      9部70-7414 男子 背泳ぎ  50m

9部70-7415 男子 背泳ぎ 100m

9部70-7416 男子 個人メドレー 200m

高橋　憲司      ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ      8部65-6917 男子 自由形  50m

北島　明生      ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷｵ      8部65-6918 男子 平泳ぎ 100m

8部65-6919 男子 バタフライ 100m

8部65-6920 男子 個人メドレー 200m

山村　良一      ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ     7部60-6421 男子 自由形  50m

7部60-6422 男子 バタフライ  50m

7部60-6423 男子 バタフライ 100m

武居　正則      ﾀｹｽｴ ﾏｻﾉﾘ      7部60-6424 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6425 男子 平泳ぎ 100m

冨松　　実      ﾄﾐﾏﾂ ﾐﾉﾙ       7部60-6426 男子 自由形  50m

7部60-6427 男子 自由形 100m

7部60-6428 男子 背泳ぎ  50m

中村　康英      ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ     7部60-6429 男子 自由形 100m ＪＦＥ京浜

7部60-6430 男子 個人メドレー 200m ＪＦＥ京浜

南雲　和彦      ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾋｺ     7部60-6431 男子 自由形  50m

7部60-6432 男子 バタフライ  50m

渋谷　浩志      ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ       6部55-5933 男子 自由形 100m

6部55-5934 男子 背泳ぎ 100m

渡辺　　功      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻｵ      6部55-5935 男子 自由形 100m

6部55-5936 男子 背泳ぎ  50m

小林　太郎      ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ      6部55-5937 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5938 男子 バタフライ  50m

古木　隆介      ﾌﾙｷ ﾘｭｳｽｹ      6部55-5939 男子 背泳ぎ 100m

6部55-5940 男子 個人メドレー 200m

吉川　　潤      ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ      6部55-5941 男子 自由形  50m

6部55-5942 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5943 男子 平泳ぎ 100m

小島　知幸      ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ      6部55-5944 男子 自由形  50m

6部55-5945 男子 自由形 100m

6部55-5946 男子 バタフライ  50m

鳴嶋　康雄      ﾅﾙｼﾏ ﾔｽｵ       6部55-5947 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5948 男子 平泳ぎ 100m

6部55-5949 男子 個人メドレー 200m

鬼頭　俊博      ｷﾄｳ ﾄｼﾋﾛ       5部50-5450 男子 背泳ぎ  50m
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鬼頭　俊博      ｷﾄｳ ﾄｼﾋﾛ       5部50-5451 男子 背泳ぎ 100m

金子　昌也      ｶﾈｺ ﾏｻﾔ        5部50-5452 男子 平泳ぎ  50m 富士フイルム

5部50-5453 男子 平泳ぎ 100m 富士フイルム

藤田　　理      ﾌｼﾞﾀ ｵｻﾑ       5部50-5454 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5455 男子 平泳ぎ 100m

伊藤　　篤      ｲﾄｳ ｱﾂｼ        5部50-5456 男子 バタフライ  50m

5部50-5457 男子 バタフライ 100m

5部50-5458 男子 個人メドレー 200m

矢部　和幸      ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ      5部50-5459 男子 自由形  50m

5部50-5460 男子 背泳ぎ  50m

星　　篤志      ﾎｼ ｱﾂｼ         5部50-5461 男子 自由形  50m

5部50-5462 男子 背泳ぎ  50m

5部50-5463 男子 背泳ぎ 100m

川尻　康夫      ｶﾜｼﾞﾘ ﾔｽｵ      5部50-5464 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5465 男子 平泳ぎ 100m

西田　　太      ﾆｼﾀ ﾌﾄｼ        5部50-5466 男子 自由形  50m

5部50-5467 男子 自由形 100m

林　　秀一      ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ      5部50-5468 男子 自由形 100m

杉山　秀人      ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ     5部50-5469 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5470 男子 平泳ぎ 100m

5部50-5471 男子 個人メドレー 200m

藤野　議章      ﾌｼﾞﾉ ﾖｼｱｷ      5部50-5472 男子 自由形  50m

5部50-5473 男子 自由形 100m

早川　友二      ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ      5部50-5474 男子 自由形  50m

5部50-5475 男子 自由形 100m

5部50-5476 男子 個人メドレー 200m

忠平　真人      ﾀﾀﾞﾋﾗ ﾏｻﾄ      5部50-5477 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5478 男子 バタフライ  50m

5部50-5479 男子 バタフライ 100m

中村　　徹      ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ       4部45-4980 男子 平泳ぎ  50m 建装工業

4部45-4981 男子 平泳ぎ 100m 建装工業

山口　学功      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ     4部45-4982 男子 バタフライ  50m ＪＦＥ京浜

4部45-4983 男子 バタフライ 100m ＪＦＥ京浜

4部45-4984 男子 個人メドレー 200m ＪＦＥ京浜

若松　歳明      ﾜｶﾏﾂ ﾄｼｱｷ      4部45-4985 男子 自由形  50m

4部45-4986 男子 バタフライ  50m

岡村　勝重      ｵｶﾑﾗ ｶﾂｼｹﾞ     4部45-4987 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4988 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4989 男子 バタフライ  50m

秋山　浩二      ｱｷﾔﾏ ｺｳｼﾞ      4部45-4990 男子 自由形 100m

4部45-4991 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4992 男子 バタフライ  50m

東郷　英章      ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ    4部45-4993 男子 自由形  50m

4部45-4994 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4995 男子 平泳ぎ 100m

田窪　　達      ﾀｸﾎﾞ ﾄｵﾙ       4部45-4996 男子 自由形 100m

4部45-4997 男子 バタフライ  50m

4部45-4998 男子 バタフライ 100m

古賀　武文      ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ       3部40-4499 男子 自由形  50m

3部40-44100 男子 自由形 100m
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古賀　武文      ｺｶﾞ ﾀｹﾌﾐ       3部40-44101 男子 バタフライ  50m

向井　孝司      ﾑｶｲ ﾀｶｼ        3部40-44102 男子 背泳ぎ  50m

3部40-44103 男子 背泳ぎ 100m

3部40-44104 男子 個人メドレー 200m

林　　真也      ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ        3部40-44105 男子 背泳ぎ  50m

3部40-44106 男子 背泳ぎ 100m

小林　卓哉      ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ      3部40-44107 男子 平泳ぎ 100m

3部40-44108 男子 個人メドレー 200m

佐々木弘樹      ｻｻｷ ﾋﾛｷ        2部35-39109 男子 自由形  50m

2部35-39110 男子 自由形 100m

小泉　　渓      ｺｲｽﾞﾐ ｹｲ       2部35-39111 男子 自由形  50m

2部35-39112 男子 自由形 100m

2部35-39113 男子 背泳ぎ  50m

稲野　純平      ｲﾅﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ    2部35-39114 男子 自由形  50m

2部35-39115 男子 自由形 100m

2部35-39116 男子 バタフライ 100m

今西　　明      ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ       2部35-39117 男子 自由形  50m

2部35-39118 男子 バタフライ  50m

2部35-39119 男子 バタフライ 100m

落合　誉通      ｵﾁｱｲ ﾀｶﾕｷ      2部35-39120 男子 自由形  50m

2部35-39121 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39122 男子 平泳ぎ 100m

浅利　友隆      ｱｻﾘ ﾄﾓﾀｶ       2部35-39123 男子 背泳ぎ  50m

2部35-39124 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39125 男子 平泳ぎ 100m

我妻　　昂      ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ      1部30-34126 男子 自由形  50m

1部30-34127 男子 自由形 100m

1部30-34128 男子 バタフライ  50m

増田　　究      ﾏｽﾀﾞ ｷﾜﾑ       1部30-34129 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34130 男子 平泳ぎ 100m

福島　尚吾      ﾌｸｼﾏ ｼｮｳｺﾞ     1部30-34131 男子 背泳ぎ 100m ＪＲ東海

1部30-34132 男子 バタフライ  50m ＪＲ東海

1部30-34133 男子 個人メドレー 200m ＪＲ東海

奥平　竜司      ｵｸﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞ     1部30-34134 男子 自由形  50m

1部30-34135 男子 自由形 100m

1部30-34136 男子 個人メドレー 200m

前田　康輔      ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ      1部30-34137 男子 自由形  50m

1部30-34138 男子 自由形 100m

小野　房子      ｵﾉ ﾌｻｺ         9部70-74139 女子 自由形  50m

9部70-74140 女子 自由形 100m

9部70-74141 女子 背泳ぎ  50m

吉尾チイ子      ﾖｼｵ ﾁｲｺ        9部70-74142 女子 背泳ぎ 100m

9部70-74143 女子 平泳ぎ  50m

9部70-74144 女子 平泳ぎ 100m

渡部みさを      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｵ      8部65-69145 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69146 女子 平泳ぎ 100m

小山　由美      ｺﾔﾏ ﾕﾐ         8部65-69147 女子 自由形  50m

8部65-69148 女子 バタフライ  50m

幡野かおる      ﾊﾀﾉ ｶｵﾙ        8部65-69149 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69150 女子 バタフライ 100m
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幡野かおる      ﾊﾀﾉ ｶｵﾙ        8部65-69151 女子 個人メドレー 200m

村川　圭子      ﾑﾗｶﾜ ｹｲｺ       8部65-69152 女子 自由形  50m

8部65-69153 女子 バタフライ  50m

8部65-69154 女子 バタフライ 100m

渡辺眞智子      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾁｺ      7部60-64155 女子 自由形  50m

7部60-64156 女子 背泳ぎ  50m

小林由喜子      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ      7部60-64157 女子 背泳ぎ  50m

7部60-64158 女子 背泳ぎ 100m

渡辺真由美      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ      7部60-64159 女子 自由形  50m

7部60-64160 女子 バタフライ  50m

7部60-64161 女子 バタフライ 100m

一木真美子      ｲﾁｷ ﾏﾐｺ        7部60-64162 女子 平泳ぎ  50m

7部60-64163 女子 平泳ぎ 100m

7部60-64164 女子 個人メドレー 200m

梅田美由紀      ｳﾒﾀﾞ ﾐﾕｷ       6部55-59165 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59166 女子 背泳ぎ 100m

6部55-59167 女子 バタフライ  50m

大橋　恵子      ｵｵﾊｼ ｹｲｺ       6部55-59168 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59169 女子 平泳ぎ 100m

江波久美子      ｴﾅﾐ ｸﾐｺ        6部55-59170 女子 自由形  50m

6部55-59171 女子 自由形 100m

6部55-59172 女子 バタフライ  50m

桑野　美佐      ｸﾜﾉ ﾐｻ         6部55-59173 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59174 女子 平泳ぎ 100m

吉澤　澄子      ﾖｼｻﾞﾜ ｽﾐｺ      6部55-59175 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59176 女子 平泳ぎ 100m

岩崎　優美      ｲﾜｻｷ ﾏｻﾐ       5部50-54177 女子 バタフライ  50m

5部50-54178 女子 バタフライ 100m

湯沢　倫子      ﾕｻﾞﾜ ﾐﾁｺ       5部50-54179 女子 背泳ぎ  50m

5部50-54180 女子 背泳ぎ 100m

5部50-54181 女子 個人メドレー 200m

永田のぞみ      ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ      5部50-54182 女子 自由形  50m

5部50-54183 女子 自由形 100m

秋山　陽子      ｱｷﾔﾏ ﾖｳｺ       5部50-54184 女子 背泳ぎ  50m

5部50-54185 女子 背泳ぎ 100m

5部50-54186 女子 バタフライ  50m

曽我美由紀      ｿｶﾞ ﾐﾕｷ        5部50-54187 女子 自由形  50m

5部50-54188 女子 背泳ぎ  50m

5部50-54189 女子 背泳ぎ 100m

萩原　智子      ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ      4部45-49190 女子 背泳ぎ 100m

4部45-49191 女子 バタフライ  50m

4部45-49192 女子 バタフライ 100m

安部　　恵      ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ       4部45-49193 女子 自由形 100m

4部45-49194 女子 バタフライ 100m

4部45-49195 女子 個人メドレー 200m

広瀬百合香      ﾋﾛｾ ﾕﾘｶ        4部45-49196 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49197 女子 平泳ぎ 100m

4部45-49198 女子 個人メドレー 200m

畔柳美津子      ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｺ    3部40-44199 女子 背泳ぎ  50m

3部40-44200 女子 背泳ぎ 100m
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向井　弥生      ﾑｶｲ ﾔﾖｲ        3部40-44201 女子 自由形  50m

3部40-44202 女子 自由形 100m

3部40-44203 女子 バタフライ  50m

蛭川　紗月      ﾋﾙｶﾜ ｻﾂｷ       2部35-39204 女子 平泳ぎ  50m 大和市役所

2部35-39205 女子 平泳ぎ 100m 大和市役所

2部35-39206 女子 個人メドレー 200m 大和市役所

望月　真実      ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ       2部35-39207 女子 自由形  50m

2部35-39208 女子 背泳ぎ  50m

2部35-39209 女子 背泳ぎ 100m

永沼　　文      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱﾔ       2部35-39210 女子 平泳ぎ  50m

2部35-39211 女子 平泳ぎ 100m

2部35-39212 女子 バタフライ 100m

千葉めぐみ      ﾁﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ       2部35-39213 女子 自由形  50m

2部35-39214 女子 自由形 100m

2部35-39215 女子 バタフライ  50m

古賀　早紀      ｺｶﾞ ｻｷ         2部35-39216 女子 自由形  50m

2部35-39217 女子 背泳ぎ  50m

2部35-39218 女子 背泳ぎ 100m

長屋　有紀      ﾅｶﾞﾔ ﾕｷ        1部30-34219 女子 自由形  50m

1部30-34220 女子 自由形 100m

1部30-34221 女子 バタフライ  50m

田中　美鈴      ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ       1部30-34222 女子 自由形  50m

1部30-34223 女子 自由形 100m

1部30-34224 女子 個人メドレー 200m

中園　博喜 ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 3部40-44225 男子 自由形  50m

3部40-44226 男子 バタフライ  50m

3部40-44227 男子 バタフライ 100m

片岡　裕也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 1部30-34228 男子 背泳ぎ  50m

1部30-34229 男子 背泳ぎ 100m

15M01
氏名: カナ: 区分:No.:

山　梨          
性別: 申込種目: 所属並記:

柳澤　晋平      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾍﾟｲ   5部50-541 男子 自由形  50m

5部50-542 男子 バタフライ  50m
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氏名: カナ: 区分:No.:

長　野          
性別: 申込種目: 所属並記:

八木　秀明      ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ      6部55-591 男子 平泳ぎ 100m

児玉　基昭      ｺﾀﾞﾏ ﾓﾄｱｷ      5部50-542 男子 自由形 100m 長野市役所

5部50-543 男子 背泳ぎ  50m 長野市役所

5部50-544 男子 背泳ぎ 100m 長野市役所

伊藤　秀幸      ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ      5部50-545 男子 自由形 100m

5部50-546 男子 バタフライ 100m

藤森　一俊      ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾄｼ    5部50-547 男子 バタフライ  50m

三浦　　弘      ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ        5部50-548 男子 自由形  50m

5部50-549 男子 自由形 100m

5部50-5410 男子 バタフライ  50m

西澤　　淳      ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ      4部45-4911 男子 平泳ぎ  50m 長野市役所

4部45-4912 男子 平泳ぎ 100m 長野市役所

向山　剛史      ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ     4部45-4913 男子 自由形  50m

4部45-4914 男子 バタフライ  50m

4部45-4915 男子 バタフライ 100m

熊崎　昌幸      ｸﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ     3部40-4416 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4417 男子 背泳ぎ 100m

松田　　聡      ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ       3部40-4418 男子 自由形  50m

小林　一晴      ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾊﾙ    3部40-4419 男子 自由形  50m

黒岩　健一      ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ      1部30-3420 男子 自由形 100m

小山　和晃      ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ      1部30-3421 男子 自由形 100m 長野信用金庫

1部30-3422 男子 バタフライ  50m 長野信用金庫

1部30-3423 男子 個人メドレー 200m 長野信用金庫

市川　諒太      ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ      1部30-3424 男子 バタフライ  50m

1部30-3425 男子 バタフライ 100m

小越　尚子      ｺｺﾞｼ ﾅｵｺ       8部65-6926 女子 背泳ぎ 100m

8部65-6927 女子 平泳ぎ  50m

8部65-6928 女子 平泳ぎ 100m

鈴木　公美      ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ       6部55-5929 女子 自由形  50m

6部55-5930 女子 自由形 100m

両角　久美      ﾓﾛｽﾞﾐ ｸﾐ       5部50-5431 女子 自由形  50m

5部50-5432 女子 自由形 100m

5部50-5433 女子 バタフライ  50m

三浦愛優子      ﾐｳﾗ ｱﾕｺ        4部45-4934 女子 個人メドレー 200m

山田　美華      ﾔﾏﾀﾞ ﾐｶ        1部30-3435 女子 自由形  50m

1部30-3436 女子 自由形 100m

熊﨑　麻美      ｸﾏｻﾞｷ ﾏﾐ       1部30-3437 女子 自由形  50m

1部30-3438 女子 自由形 100m

17Z02
氏名: カナ: 区分:No.:

新　潟
性別: 申込種目: 所属並記:

関川　芳人      ｾｷｶﾜ ﾖｼﾄ       9部70-741 男子 自由形  50m

9部70-742 男子 自由形 100m

9部70-743 男子 背泳ぎ  50m

佐藤　賢二      ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ       8部65-694 男子 平泳ぎ  50m

8部65-695 男子 平泳ぎ 100m

8部65-696 男子 個人メドレー 200m
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18T01
氏名: カナ: 区分:No.:

富　山          
性別: 申込種目: 所属並記:

稲沢　　敏      ｲﾅｻﾞﾜ ｻﾄｼ      9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

9部70-742 男子 平泳ぎ 100m

藤井　利晴      ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾊﾙ      8部65-693 男子 平泳ぎ  50m

8部65-694 男子 平泳ぎ 100m

長岡　　保      ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾓﾂ      8部65-695 男子 バタフライ  50m

8部65-696 男子 個人メドレー 200m

金谷　一郎      ｶﾅﾀﾆ ｲﾁﾛｳ      5部50-547 男子 自由形  50m

5部50-548 男子 背泳ぎ 100m

5部50-549 男子 バタフライ  50m

佐伯　徳生      ｻｴｷ ﾉﾘｵ        5部50-5410 男子 自由形  50m

大石　隆文      ｵｵｲｼ ﾀｶﾌﾐ      3部40-4411 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4412 男子 背泳ぎ 100m

頭川　明卓      ｽﾞｶﾜ ﾊﾙﾀｶ      3部40-4413 男子 自由形  50m

五島　仁志      ｺﾞｼﾏ ﾋﾄｼ       1部30-3414 男子 自由形  50m

1部30-3415 男子 背泳ぎ  50m

1部30-3416 男子 背泳ぎ 100m

酒井　和子      ｻｶｲ ｶｽﾞｺ       8部65-6917 女子 背泳ぎ  50m

8部65-6918 女子 平泳ぎ  50m

光里美千代      ｺｳﾘ ﾐﾁﾖ        6部55-5919 女子 自由形  50m

6部55-5920 女子 バタフライ  50m

西野　博子      ﾆｼﾉ ﾋﾛｺ        4部45-4921 女子 平泳ぎ  50m

4部45-4922 女子 平泳ぎ 100m

水口絵里奈      ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｴﾘﾅ     4部45-4923 女子 背泳ぎ  50m

4部45-4924 女子 平泳ぎ  50m

4部45-4925 女子 平泳ぎ 100m

松永　寛子      ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｺ      3部40-4426 女子 バタフライ  50m

3部40-4427 女子 バタフライ 100m

水野八千代      ﾐｽﾞﾉ ﾔﾁﾖ       1部30-3428 女子 平泳ぎ  50m
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1999M
氏名: カナ: 区分:No.:

石　川          
性別: 申込種目: 所属並記:

森　　雅春      ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ        8部65-691 男子 バタフライ  50m

8部65-692 男子 バタフライ 100m

8部65-693 男子 個人メドレー 200m

加須屋　勲      ｶｽﾔ ｲｻｵ        8部65-694 男子 自由形 100m

8部65-695 男子 バタフライ 100m

8部65-696 男子 個人メドレー 200m

木田　　慎      ｷﾀﾞ ﾏｺﾄ        7部60-647 男子 背泳ぎ  50m

三宅　昌彦      ﾐﾔｹ ﾏｻﾋｺ       7部60-648 男子 バタフライ  50m

7部60-649 男子 バタフライ 100m

7部60-6410 男子 個人メドレー 200m

不動　淳士      ﾌﾄﾞｳ ｱﾂｼ       6部55-5911 男子 自由形  50m

6部55-5912 男子 自由形 100m

6部55-5913 男子 バタフライ  50m

山根　敏秀      ﾔﾏﾈ ﾄｼﾋﾃﾞ      5部50-5414 男子 背泳ぎ 100m

湯川　恒平      ﾕｶﾜ ｺｳﾍｲ       5部50-5415 男子 平泳ぎ 100m

5部50-5416 男子 個人メドレー 200m

小島　大祐      ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ     5部50-5417 男子 自由形  50m

5部50-5418 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5419 男子 平泳ぎ  50m

酒井　貞之      ｻｶｲ ｻﾀﾞﾕｷ      5部50-5420 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5421 男子 平泳ぎ 100m

門　　　諭      ｶﾄﾞ ｻﾄｼ        4部45-4922 男子 自由形  50m

4部45-4923 男子 自由形 100m

4部45-4924 男子 バタフライ  50m

上野　　勝      ｳｴﾉ ﾏｻﾙ        4部45-4925 男子 バタフライ  50m

4部45-4926 男子 バタフライ 100m

勝尾　浩志      ｶﾂｵ ﾋﾛｼ        4部45-4927 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4928 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4929 男子 個人メドレー 200m

中田　洋満      ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ      3部40-4430 男子 自由形  50m

3部40-4431 男子 自由形 100m

難波　里志      ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄｼ       3部40-4432 男子 自由形  50m

3部40-4433 男子 平泳ぎ  50m

3部40-4434 男子 平泳ぎ 100m

高松幸太郎      ﾀｶﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ     3部40-4435 男子 平泳ぎ 100m

本野　洋至      ﾓﾄﾉ ﾋﾛﾕｷ       2部35-3936 男子 背泳ぎ 100m

2部35-3937 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3938 男子 個人メドレー 200m

柏野　哲大      ｶｼﾜﾉ ｱｷﾋﾛ      2部35-3939 男子 バタフライ  50m

森岡　孝之      ﾓﾘｵｶ ﾀｶﾕｷ      2部35-3940 男子 バタフライ 100m

2部35-3941 男子 個人メドレー 200m

藤岡　　静      ﾌｼﾞｵｶ ｼｽﾞｶ     8部65-6942 女子 自由形  50m

8部65-6943 女子 自由形 100m

難波　和子      ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞｺ      7部60-6444 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6445 女子 平泳ぎ 100m

表　　淳子      ｵﾓﾃ ｼﾞｭﾝｺ      5部50-5446 女子 自由形  50m

5部50-5447 女子 背泳ぎ  50m

5部50-5448 女子 背泳ぎ 100m

浅山　　薫      ｱｻﾔﾏ ｶｵﾙ       4部45-4949 女子 自由形  50m

4部45-4950 女子 平泳ぎ  50m
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1999M
氏名: カナ: 区分:No.:

石　川          
性別: 申込種目: 所属並記:

浅山　　薫      ｱｻﾔﾏ ｶｵﾙ       4部45-4951 女子 平泳ぎ 100m

20Z99
氏名: カナ: 区分:No.:

福　井          
性別: 申込種目: 所属並記:

原田　茂幸      ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ     5部50-541 男子 バタフライ  50m

5部50-542 男子 バタフライ 100m

5部50-543 男子 個人メドレー 200m

岩崎　英俊      ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ     4部45-494 男子 平泳ぎ  50m

4部45-495 男子 平泳ぎ 100m

松本　勝己      ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ       4部45-496 男子 背泳ぎ  50m

4部45-497 男子 平泳ぎ 100m

4部45-498 男子 個人メドレー 200m

鈴木　栄司      ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ      4部45-499 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4910 男子 個人メドレー 200m

藤原　智之      ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ     3部40-4411 男子 自由形  50m

3部40-4412 男子 バタフライ  50m

3部40-4413 男子 個人メドレー 200m

山岸　孝吏      ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｼﾞ     3部40-4414 男子 自由形  50m

3部40-4415 男子 バタフライ  50m

佐久間博崇      ｻｸﾏ ﾋﾛﾀｶ       2部35-3916 男子 平泳ぎ 100m

2部35-3917 男子 個人メドレー 200m

芹川　弘光      ｾﾘｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ      2部35-3918 男子 自由形  50m

2部35-3919 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3920 男子 平泳ぎ 100m

出垣内登美子    ﾃﾞｶﾞｲﾁ ﾄﾐｺ     9部70-7421 女子 自由形 100m

9部70-7422 女子 背泳ぎ 100m

増田　博子      ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｺ       8部65-6923 女子 自由形 100m

8部65-6924 女子 背泳ぎ 100m

宮川ゆかり      ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｶﾘ      6部55-5925 女子 自由形  50m

6部55-5926 女子 自由形 100m

岡田　裕美      ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ       6部55-5927 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5928 女子 背泳ぎ 100m

6部55-5929 女子 個人メドレー 200m

高岡　　好      ﾀｶｵｶ ｺﾉﾑ       4部45-4930 女子 バタフライ  50m

堀江　友紀      ﾎﾘｴ ﾕｷ         4部45-4931 女子 平泳ぎ  50m
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2199M
氏名: カナ: 区分:No.:

静　岡          
性別: 申込種目: 所属並記:

森　　晴明      ﾓﾘ ﾊﾙｱｷ        8部65-691 男子 背泳ぎ  50m

8部65-692 男子 背泳ぎ 100m

8部65-693 男子 個人メドレー 200m

増田　利之      ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾕｷ      7部60-644 男子 自由形  50m

7部60-645 男子 背泳ぎ  50m

7部60-646 男子 個人メドレー 200m

良知　　浩      ﾗﾁ ﾋﾛｼ         6部55-597 男子 平泳ぎ  50m

中野　智章      ﾅｶﾉ ﾄﾓｱｷ       5部50-548 男子 背泳ぎ  50m

5部50-549 男子 背泳ぎ 100m

堀井　俊宏      ﾎﾘｲ ﾄｼﾋﾛ       5部50-5410 男子 平泳ぎ  50m

池野　将史      ｲｹﾉ ﾏｻｼ        5部50-5411 男子 平泳ぎ  50m ＳＵＺＵＫＩ

5部50-5412 男子 平泳ぎ 100m ＳＵＺＵＫＩ

片山　剛志      ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ       5部50-5413 男子 自由形  50m ヤマハ発動機

吉田　克史      ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼ       5部50-5414 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5415 男子 平泳ぎ 100m

杉本　洋一      ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｲﾁ     4部45-4916 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4917 男子 背泳ぎ 100m

和田　　哲      ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ        4部45-4918 男子 自由形  50m

4部45-4919 男子 背泳ぎ  50m

中西　将司      ﾅｶﾆｼ ｼｮｳｼﾞ     4部45-4920 男子 自由形  50m ヤマハ発動機

4部45-4921 男子 バタフライ  50m ヤマハ発動機

渋谷　幸生      ｼﾌﾞﾔ ﾕｷｵ       3部40-4422 男子 背泳ぎ  50m

多久島幸司      ﾀｸｼﾏ ｺｳｼﾞ      3部40-4423 男子 バタフライ  50m

野上　将弘      ﾉｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ     2部35-3924 男子 自由形  50m ＳＵＺＵＫＩ

2部35-3925 男子 自由形 100m ＳＵＺＵＫＩ

杉山　欣央      ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｵ      2部35-3926 男子 バタフライ  50m

2部35-3927 男子 個人メドレー 200m

加藤　諭見      ｶﾄｳ ｻﾄﾐ        2部35-3928 男子 背泳ぎ 100m

2部35-3929 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3930 男子 個人メドレー 200m

荒木　光介      ｱﾗｷ ｺｳｽｹ       1部30-3431 男子 バタフライ  50m

1部30-3432 男子 バタフライ 100m

猪原　弘泰      ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ      1部30-3433 男子 自由形  50m

1部30-3434 男子 自由形 100m

尾藤　柴野      ﾋﾞﾄｳ ｼﾉ        5部50-5435 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5436 女子 平泳ぎ 100m

山下　雅子      ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｺ       5部50-5437 女子 自由形  50m

5部50-5438 女子 背泳ぎ  50m

5部50-5439 女子 背泳ぎ 100m

清水真智子      ｼﾐｽﾞ ﾏﾁｺ       3部40-4440 女子 自由形  50m
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22R01
氏名: カナ: 区分:No.:

愛　知          
性別: 申込種目: 所属並記:

荒木　正直      ｱﾗｷ ﾏｻﾅｵ       9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

林　　敏男      ﾊﾔｼ ﾄｼｵ        9部70-742 男子 平泳ぎ  50m

加藤　哲宏      ｶﾄｳ ﾃﾂﾋﾛ       9部70-743 男子 自由形  50m

福住　治政      ﾌｸｽﾞﾐ ﾊﾙﾏｻ     9部70-744 男子 自由形  50m

9部70-745 男子 平泳ぎ  50m

浅野　重雄      ｱｻﾉ ｼｹﾞｵ       9部70-746 男子 自由形  50m

9部70-747 男子 平泳ぎ  50m

9部70-748 男子 バタフライ 100m

舟本　　正      ﾌﾅﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ      9部70-749 男子 自由形  50m

青山　　実      ｱｵﾔﾏ ﾐﾉﾙ       9部70-7410 男子 背泳ぎ  50m

9部70-7411 男子 平泳ぎ  50m

9部70-7412 男子 平泳ぎ 100m

豊島　博昭      ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛｱｷ      8部65-6913 男子 平泳ぎ  50m

8部65-6914 男子 平泳ぎ 100m

立石　良夫      ﾀﾃｲｼ ﾖｼｵ       8部65-6915 男子 自由形  50m

8部65-6916 男子 自由形 100m

伊藤　博康      ｲﾄｳ ﾋﾛﾔｽ       8部65-6917 男子 自由形  50m

8部65-6918 男子 背泳ぎ  50m

8部65-6919 男子 バタフライ 100m

中村　信雄      ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ      8部65-6920 男子 自由形  50m

8部65-6921 男子 バタフライ  50m

田中　太平      ﾀﾅｶ ﾀﾍｲ        8部65-6922 男子 平泳ぎ  50m

8部65-6923 男子 平泳ぎ 100m

宮野　邦久      ﾐﾔﾉ ｸﾆﾋｻ       8部65-6924 男子 バタフライ  50m

8部65-6925 男子 バタフライ 100m

8部65-6926 男子 個人メドレー 200m

飯田　　彰      ｲｲﾀﾞ ｱｷﾗ       8部65-6927 男子 自由形  50m

8部65-6928 男子 自由形 100m

西浦　結貴      ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ       7部60-6429 男子 自由形  50m

7部60-6430 男子 自由形 100m

7部60-6431 男子 バタフライ  50m

神谷　　忠      ｶﾐﾔ ﾀﾀﾞｼ       7部60-6432 男子 バタフライ  50m

7部60-6433 男子 バタフライ 100m

朝比奈　隆      ｱｻﾋﾅ ﾀｶｼ       7部60-6434 男子 自由形  50m

7部60-6435 男子 個人メドレー 200m

三宅　嘉昌      ﾐﾔｹ ﾖｼﾏｻ       7部60-6436 男子 平泳ぎ  50m

加藤　　肇      ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ       7部60-6437 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6438 男子 背泳ぎ 100m

深沢　　進      ﾌｶｻﾞﾜ ｽｽﾑ      7部60-6439 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6440 男子 背泳ぎ 100m

河合　　明      ｶﾜｲ ｱｷﾗ        7部60-6441 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6442 男子 平泳ぎ 100m

勝又　久幸      ｶﾂﾏﾀ ﾋｻﾕｷ      7部60-6443 男子 自由形  50m

7部60-6444 男子 自由形 100m

7部60-6445 男子 背泳ぎ  50m

林　茂登司      ﾊﾔｼ ﾓﾄｼ        7部60-6446 男子 自由形  50m 岡崎通運

7部60-6447 男子 平泳ぎ  50m 岡崎通運

7部60-6448 男子 平泳ぎ 100m 岡崎通運

中島　政志      ﾅｶｼﾏ ﾏｻｼ       7部60-6449 男子 背泳ぎ 100m

7部60-6450 男子 バタフライ  50m
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中島　政志      ﾅｶｼﾏ ﾏｻｼ       7部60-6451 男子 バタフライ 100m

真下　　徹      ﾏｼﾀ ﾄｵﾙ        6部55-5952 男子 平泳ぎ  50m

宮田　明佳      ﾐﾔﾀ ｱｷﾖｼ       6部55-5953 男子 平泳ぎ  50m

福家　博行      ﾌｹ ﾋﾛﾕｷ        6部55-5954 男子 自由形  50m

牧野　　靖      ﾏｷﾉ ﾔｽｼ        6部55-5955 男子 自由形  50m

6部55-5956 男子 自由形 100m

6部55-5957 男子 背泳ぎ  50m

五島　克己      ｺﾞｼﾏ ｶﾂﾐ       6部55-5958 男子 自由形  50m

6部55-5959 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5960 男子 バタフライ  50m

田村　　忠      ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ       6部55-5961 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5962 男子 背泳ぎ 100m

奈良　了輔      ﾅﾗ ﾘｮｳｽｹ       6部55-5963 男子 背泳ぎ  50m 岡崎通運

6部55-5964 男子 背泳ぎ 100m 岡崎通運

6部55-5965 男子 平泳ぎ 100m 岡崎通運

大野　充洋      ｵｵﾉ ﾐﾂﾋﾛ       5部50-5466 男子 バタフライ  50m

5部50-5467 男子 バタフライ 100m

橋本　邦之      ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾕｷ      5部50-5468 男子 バタフライ  50m

良知　正勝      ﾗﾁ ﾏｻｶﾂ        5部50-5469 男子 バタフライ  50m トヨタ自動車

5部50-5470 男子 バタフライ 100m トヨタ自動車

相田　一成      ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ     5部50-5471 男子 自由形  50m

5部50-5472 男子 自由形 100m

鈴木　博勝      ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶﾂ      5部50-5473 男子 自由形  50m

柄沢　高広      ｶﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾛ      5部50-5474 男子 自由形  50m

山本　真生      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｵ       5部50-5475 男子 自由形  50m

5部50-5476 男子 自由形 100m

大須賀誠治      ｵｵｽｶﾞ ｾｲｼﾞ     5部50-5477 男子 自由形  50m デンソー

5部50-5478 男子 自由形 100m デンソー

桜井　雅規      ｻｸﾗｲ ﾏｻｷ       5部50-5479 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5480 男子 平泳ぎ 100m

平野　　貢      ﾋﾗﾉ ﾐﾂｸﾞ       5部50-5481 男子 平泳ぎ  50m

高木　　始      ﾀｶｷﾞ ﾊｼﾞﾒ      4部45-4982 男子 自由形  50m

4部45-4983 男子 自由形 100m

伊藤　圭志      ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ       4部45-4984 男子 自由形  50m

4部45-4985 男子 バタフライ  50m

中原　良仁      ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ      4部45-4986 男子 背泳ぎ  50m トヨタ自動車

4部45-4987 男子 背泳ぎ 100m トヨタ自動車

竹倉　幹雄      ﾀｹｸﾗ ﾐｷｵ       4部45-4988 男子 自由形  50m

4部45-4989 男子 バタフライ  50m

武田　孝行      ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ      4部45-4990 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4991 男子 平泳ぎ 100m

田中　勇輝      ﾀﾅｶ ﾕｳｷ        4部45-4992 男子 自由形 100m

桑原　賢太      ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ      4部45-4993 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4994 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4995 男子 個人メドレー 200m

田邊　敦司      ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ       4部45-4996 男子 自由形  50m

4部45-4997 男子 自由形 100m

4部45-4998 男子 個人メドレー 200m

大桑　英雄      ｵｵｸﾜ ﾋﾃﾞｵ      4部45-4999 男子 平泳ぎ  50m デンソー

4部45-49100 男子 平泳ぎ 100m デンソー
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長屋　則男      ﾅｶﾞﾔ ﾉﾘｵ       4部45-49101 男子 自由形  50m

4部45-49102 男子 平泳ぎ  50m

柴田　浩史      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ       4部45-49103 男子 背泳ぎ  50m

池田　潤一      ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ    4部45-49104 男子 自由形  50m

4部45-49105 男子 自由形 100m

小島　伸広      ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ     4部45-49106 男子 自由形  50m デンソー

江口　智章      ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ      4部45-49107 男子 自由形  50m

茗荷　竜司      ﾐｮｳｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ    4部45-49108 男子 自由形  50m

4部45-49109 男子 自由形 100m

亀井　政宏      ｶﾒｲ ﾏｻﾋﾛ       4部45-49110 男子 自由形  50m

4部45-49111 男子 自由形 100m

大町　正徳      ｵｵﾏﾁ ﾏｻﾉﾘ      4部45-49112 男子 背泳ぎ  50m デンソー

4部45-49113 男子 背泳ぎ 100m デンソー

丹下　正己      ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾐ       4部45-49114 男子 バタフライ  50m

4部45-49115 男子 バタフライ 100m

倉田　　潤      ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝ       4部45-49116 男子 バタフライ  50m

4部45-49117 男子 バタフライ 100m

4部45-49118 男子 個人メドレー 200m

浦田　尚弘      ｳﾗﾀ ﾅｵﾋﾛ       4部45-49119 男子 平泳ぎ  50m

4部45-49120 男子 平泳ぎ 100m

岩村　憲治      ｲﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ      4部45-49121 男子 自由形  50m

4部45-49122 男子 背泳ぎ  50m

4部45-49123 男子 背泳ぎ 100m

久米　康一      ｸﾒ ｺｳｲﾁ        4部45-49124 男子 平泳ぎ  50m

4部45-49125 男子 平泳ぎ 100m

小栗　健嗣      ｵｸﾞﾘ ｹﾝｼﾞ      3部40-44126 男子 自由形  50m

3部40-44127 男子 バタフライ  50m

宮田　　克      ﾐﾔﾀ ｶﾂﾐ        3部40-44128 男子 自由形  50m

3部40-44129 男子 平泳ぎ  50m

大谷　　誠      ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ       3部40-44130 男子 自由形  50m

3部40-44131 男子 バタフライ  50m

伊藤　祐一      ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ       3部40-44132 男子 自由形  50m

3部40-44133 男子 自由形 100m

3部40-44134 男子 バタフライ  50m

筒井　正和      ﾂﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ      3部40-44135 男子 自由形  50m

3部40-44136 男子 バタフライ  50m

3部40-44137 男子 個人メドレー 200m

林　　敬昌      ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ       3部40-44138 男子 背泳ぎ  50m デンソー

3部40-44139 男子 背泳ぎ 100m デンソー

桑原　伸明      ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ     3部40-44140 男子 自由形  50m デンソー

3部40-44141 男子 自由形 100m デンソー

松本　和樹      ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ      3部40-44142 男子 自由形  50m ＪＲ東海

3部40-44143 男子 自由形 100m ＪＲ東海

水田　　悠      ﾐｽﾞﾀ ﾕｳ        3部40-44144 男子 自由形  50m

3部40-44145 男子 自由形 100m

平井　太郎      ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ        3部40-44146 男子 自由形  50m デンソー

3部40-44147 男子 バタフライ  50m デンソー

今松　泰紀      ｲﾏﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ      3部40-44148 男子 バタフライ  50m ＪＲ東海

3部40-44149 男子 バタフライ 100m ＪＲ東海

宮地　貴行      ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ       2部35-39150 男子 背泳ぎ 100m
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宮地　貴行      ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ       2部35-39151 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39152 男子 平泳ぎ 100m

小浜　尚史      ｺﾊﾏ ﾅｵﾌﾐ       2部35-39153 男子 背泳ぎ  50m

2部35-39154 男子 バタフライ  50m

名倉　直希      ﾅｸﾞﾗ ﾅｵｷ       2部35-39155 男子 自由形 100m

2部35-39156 男子 平泳ぎ  50m

櫻井　秀樹      ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ      2部35-39157 男子 自由形  50m

2部35-39158 男子 自由形 100m

2部35-39159 男子 バタフライ  50m

熊﨑　宏治      ｸﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ     2部35-39160 男子 バタフライ  50m

2部35-39161 男子 バタフライ 100m

2部35-39162 男子 個人メドレー 200m

中島　　慧      ﾅｶｼﾏ ｹｲ        2部35-39163 男子 バタフライ  50m

2部35-39164 男子 バタフライ 100m

竹内　勝平      ﾀｹｳﾁ ｶｯﾍﾟｲ     2部35-39165 男子 自由形  50m

2部35-39166 男子 バタフライ  50m

河村　崇之      ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ      2部35-39167 男子 自由形  50m

2部35-39168 男子 自由形 100m

三口　将宏      ﾐｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ      2部35-39169 男子 バタフライ  50m

2部35-39170 男子 バタフライ 100m

杉本　圭正      ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖﾏｻ     2部35-39171 男子 バタフライ 100m デンソー

2部35-39172 男子 個人メドレー 200m デンソー

水谷　　純      ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ     2部35-39173 男子 背泳ぎ  50m

2部35-39174 男子 バタフライ  50m

2部35-39175 男子 個人メドレー 200m

小林　　良      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ      1部30-34176 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34177 男子 平泳ぎ 100m

武田　裕哉      ﾀｹﾀ ﾕｳﾔ        1部30-34178 男子 自由形  50m

1部30-34179 男子 自由形 100m

1部30-34180 男子 背泳ぎ  50m

金沢　悠仁      ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ    1部30-34181 男子 平泳ぎ  50m

見田　　悟      ﾐﾀ ｻﾄﾙ         1部30-34182 男子 背泳ぎ  50m

1部30-34183 男子 背泳ぎ 100m

山口　　翔      ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ      1部30-34184 男子 バタフライ  50m トヨタ自動車

1部30-34185 男子 バタフライ 100m トヨタ自動車

島崎　修太      ｼﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀ     1部30-34186 男子 自由形  50m

1部30-34187 男子 個人メドレー 200m

金沢　将圭      ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳｹｲ    1部30-34188 男子 自由形  50m

1部30-34189 男子 自由形 100m

田中堅二郎      ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ     1部30-34190 男子 バタフライ  50m

1部30-34191 男子 個人メドレー 200m

中山　　豪      ﾅｶﾔﾏ ｺﾞｳ       1部30-34192 男子 平泳ぎ  50m トヨタ自動車

1部30-34193 男子 平泳ぎ 100m トヨタ自動車

1部30-34194 男子 個人メドレー 200m トヨタ自動車

寺西　謙一      ﾃﾗﾆｼ ｹﾝｲﾁ      1部30-34195 男子 自由形  50m

1部30-34196 男子 自由形 100m

林　　豊大      ﾊﾔｼ ﾄﾖﾋﾛ       1部30-34197 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34198 男子 平泳ぎ 100m

斉藤　和成      ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ     1部30-34199 男子 平泳ぎ  50m トヨタ自動車

1部30-34200 男子 平泳ぎ 100m トヨタ自動車
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林　　佑樹      ﾊﾔｼ ﾕｳｷ        1部30-34201 男子 平泳ぎ  50m トヨタ自動車

1部30-34202 男子 平泳ぎ 100m トヨタ自動車

鴨　　弘之      ｶﾓ ﾋﾛﾕｷ        1部30-34203 男子 自由形 100m

1部30-34204 男子 バタフライ  50m

1部30-34205 男子 バタフライ 100m

廣田百合子      ﾋﾛﾀ ﾕﾘｺ        9部70-74206 女子 自由形  50m

9部70-74207 女子 背泳ぎ  50m

9部70-74208 女子 背泳ぎ 100m

酒井　恵子      ｻｶｲ ｹｲｺ        8部65-69209 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69210 女子 平泳ぎ 100m

小林すみ子      ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｺ      8部65-69211 女子 自由形  50m

8部65-69212 女子 バタフライ  50m

8部65-69213 女子 バタフライ 100m

亀井　勝代      ｶﾒｲ ｶﾂﾖ        8部65-69214 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69215 女子 平泳ぎ 100m

新美たつ代      ﾆｲﾐ ﾀﾂﾖ        8部65-69216 女子 背泳ぎ  50m

8部65-69217 女子 平泳ぎ  50m

伊藤　桂子      ｲﾄｳ ｹｲｺ        8部65-69218 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69219 女子 バタフライ  50m

高木ともみ      ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾐ       7部60-64220 女子 背泳ぎ  50m

稲葉　和代      ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞﾖ      7部60-64221 女子 平泳ぎ  50m

7部60-64222 女子 平泳ぎ 100m

野田ひとみ      ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾐ        7部60-64223 女子 バタフライ  50m

7部60-64224 女子 個人メドレー 200m

鈴木　愛子      ｽｽﾞｷ ｱｲｺ       6部55-59225 女子 自由形 100m

大塚　春枝      ｵｵﾂｶ ﾊﾙｴ       6部55-59226 女子 自由形  50m

6部55-59227 女子 自由形 100m

奥田　律子      ｵｸﾀﾞ ﾘﾂｺ       6部55-59228 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59229 女子 背泳ぎ 100m

6部55-59230 女子 平泳ぎ  50m

田中　里珠      ﾀﾅｶ ﾘﾏ         6部55-59231 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59232 女子 背泳ぎ 100m

坂口　康子      ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽｺ      6部55-59233 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59234 女子 平泳ぎ 100m

岩本　麻美      ｲﾜﾓﾄ ｱｻﾐ       6部55-59235 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59236 女子 平泳ぎ 100m

坪井　三春      ﾂﾎﾞｲ ﾐﾊﾙ       6部55-59237 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59238 女子 背泳ぎ 100m

6部55-59239 女子 個人メドレー 200m

篠田史津子      ｼﾉﾀﾞ ｼｽﾞｺ      6部55-59240 女子 バタフライ 100m

6部55-59241 女子 個人メドレー 200m

湯浅　貴美      ﾕｱｻ ｷﾐ         5部50-54242 女子 背泳ぎ  50m

5部50-54243 女子 平泳ぎ  50m

青山　　香      ｱｵﾔﾏ ｶｵﾘ       5部50-54244 女子 自由形  50m

5部50-54245 女子 背泳ぎ 100m

服部　美砂      ﾊｯﾄﾘ ﾐｻ        5部50-54246 女子 バタフライ  50m

5部50-54247 女子 バタフライ 100m

5部50-54248 女子 個人メドレー 200m

早川　美咲      ﾊﾔｶﾜ ﾐｻｷ       5部50-54249 女子 自由形  50m

5部50-54250 女子 自由形 100m
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早川　美咲      ﾊﾔｶﾜ ﾐｻｷ       5部50-54251 女子 バタフライ  50m

五反分由美      ｺﾞﾀﾝﾅ ﾕﾐ       5部50-54252 女子 平泳ぎ  50m

5部50-54253 女子 平泳ぎ 100m

原田りえ佳      ﾊﾗﾀﾞ ﾘｴｶ       5部50-54254 女子 バタフライ  50m

5部50-54255 女子 個人メドレー 200m

青木　律子      ｱｵｷ ﾘﾂｺ        4部45-49256 女子 自由形  50m

4部45-49257 女子 背泳ぎ  50m

4部45-49258 女子 バタフライ  50m

飯尾千枝子      ｲｲｵ ﾁｴｺ        4部45-49259 女子 自由形  50m

畑　　千晶      ﾊﾀ ﾁｱｷ         4部45-49260 女子 背泳ぎ  50m

4部45-49261 女子 背泳ぎ 100m

丹羽　陽子      ﾆﾜ ﾖｳｺ         4部45-49262 女子 自由形  50m

4部45-49263 女子 平泳ぎ  50m

冨岡　綾子      ﾄﾐｵｶ ｱﾔｺ       4部45-49264 女子 自由形 100m

4部45-49265 女子 個人メドレー 200m

矢野　牧子      ﾔﾉ ﾏｷｺ         4部45-49266 女子 バタフライ  50m

4部45-49267 女子 バタフライ 100m

鷹羽みゆき      ﾀｶﾊﾞ ﾐﾕｷ       4部45-49268 女子 自由形  50m

4部45-49269 女子 バタフライ  50m

長屋　恵子      ﾅｶﾞﾔ ｹｲｺ       4部45-49270 女子 バタフライ  50m

4部45-49271 女子 バタフライ 100m

4部45-49272 女子 個人メドレー 200m

杉山　裕美      ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾐ      4部45-49273 女子 自由形  50m

4部45-49274 女子 自由形 100m

木下千津代      ｷﾉｼﾀ ﾁﾂﾞﾖ      4部45-49275 女子 自由形 100m

4部45-49276 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49277 女子 平泳ぎ 100m

田島　久代      ﾀｼﾞﾏ ﾋｻﾖ       3部40-44278 女子 自由形  50m

3部40-44279 女子 自由形 100m

3部40-44280 女子 背泳ぎ 100m

北埜早希子      ｷﾀﾉ ｻｷｺ        3部40-44281 女子 自由形  50m

3部40-44282 女子 自由形 100m

今井五十鈴      ｲﾏｲ ｲｽｽﾞ       3部40-44283 女子 自由形  50m

3部40-44284 女子 自由形 100m

3部40-44285 女子 バタフライ  50m

川井　裕加      ｶﾜｲ ﾕｶ         3部40-44286 女子 平泳ぎ  50m

3部40-44287 女子 平泳ぎ 100m

3部40-44288 女子 個人メドレー 200m

加藤かおり      ｶﾄｳ ｶｵﾘ        2部35-39289 女子 自由形  50m

2部35-39290 女子 平泳ぎ  50m

2部35-39291 女子 バタフライ  50m

北脇さゆり      ｷﾀﾜｷ ｻﾕﾘ       1部30-34292 女子 自由形  50m

1部30-34293 女子 背泳ぎ  50m

内藤美由紀      ﾅｲﾄｳ ﾐﾕｷ       1部30-34294 女子 自由形  50m

1部30-34295 女子 バタフライ  50m

山中裕香子      ﾔﾏﾅｶ ﾕｶｺ       1部30-34296 女子 平泳ぎ  50m

1部30-34297 女子 バタフライ  50m

松下　君美      ﾏﾂｼﾀ ｸﾐ        1部30-34298 女子 自由形 100m

1部30-34299 女子 背泳ぎ  50m

1部30-34300 女子 背泳ぎ 100m
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濵田　　哲      ﾊﾏﾀﾞ ｻﾄｼ       8部65-691 男子 自由形  50m

村瀬　浩之      ﾑﾗｾ ﾋﾛﾕｷ       7部60-642 男子 平泳ぎ  50m

小林　幹幸      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾕｷ     6部55-593 男子 自由形  50m

山下　正芳      ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖｼ      4部45-494 男子 平泳ぎ  50m

谷川　周平      ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ    4部45-495 男子 自由形  50m

4部45-496 男子 自由形 100m

武市　昌輝      ﾀｹﾁ ﾏｻﾃﾙ       2部35-397 男子 平泳ぎ  50m

川口　雅澄      ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｽﾐ     1部30-348 男子 自由形 100m

1部30-349 男子 バタフライ  50m

後藤　弘美      ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ       7部60-6410 女子 平泳ぎ  50m

松本ゆう子      ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ       3部40-4411 女子 背泳ぎ  50m

3部40-4412 女子 背泳ぎ 100m

宇佐美愛子      ｳｻﾐ ｱｲｺ        3部40-4413 女子 背泳ぎ 100m

3部40-4414 女子 バタフライ  50m

3部40-4415 女子 バタフライ 100m

宮本　紗佳      ﾐﾔﾓﾄ ｻﾔｶ       2部35-3916 女子 自由形  50m

2部35-3917 女子 背泳ぎ  50m
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田中　啓順      ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾌﾞ      9部70-741 男子 自由形  50m

9部70-742 男子 バタフライ  50m

縄田　雅文      ﾅﾜﾀ ﾏｻﾌﾐ       9部70-743 男子 自由形  50m

9部70-744 男子 自由形 100m

9部70-745 男子 バタフライ  50m

石原　錠一      ｲｼﾊﾗ ｼﾞｮｳｲﾁ    8部65-696 男子 平泳ぎ  50m

8部65-697 男子 平泳ぎ 100m

加藤　守行      ｶﾄｳ ﾓﾘﾕｷ       8部65-698 男子 自由形  50m

8部65-699 男子 バタフライ  50m

大藤　隆史      ｵｵﾌｼﾞ ﾀｶｼ      8部65-6910 男子 平泳ぎ  50m

渡辺　正明      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ     8部65-6911 男子 バタフライ  50m

8部65-6912 男子 バタフライ 100m

大澤　健二      ｵｵｻﾜ ｹﾝｼﾞ      8部65-6913 男子 自由形  50m

8部65-6914 男子 背泳ぎ  50m

8部65-6915 男子 背泳ぎ 100m

上松　裕典      ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ      7部60-6416 男子 自由形  50m

7部60-6417 男子 自由形 100m

7部60-6418 男子 バタフライ 100m

三井　一光      ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾐﾂ      7部60-6419 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6420 男子 平泳ぎ 100m

加納　　智      ｶﾉｳ ｻﾄｼ        7部60-6421 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6422 男子 平泳ぎ 100m

髙橋　　靖      ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ       7部60-6423 男子 自由形  50m

7部60-6424 男子 バタフライ  50m

浅見　海一      ｱｻﾐ ｶｲｲﾁ       7部60-6425 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6426 男子 平泳ぎ 100m

新田　仁志      ﾆｯﾀ ﾋﾄｼ        7部60-6427 男子 バタフライ  50m 岐阜県ＫＹＢ

波多野英夫      ﾊﾀﾉ ﾋﾃﾞｵ       7部60-6428 男子 自由形  50m

7部60-6429 男子 バタフライ  50m

高橋　静夫      ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ      7部60-6430 男子 自由形  50m

7部60-6431 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6432 男子 平泳ぎ 100m

竹中　康浩      ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ      7部60-6433 男子 平泳ぎ  50m 川崎重工岐阜

和戸　正紀      ﾜﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ       7部60-6434 男子 自由形  50m

7部60-6435 男子 自由形 100m

7部60-6436 男子 バタフライ  50m

青木　豊榮      ｱｵｷ ﾄﾖﾋﾃﾞ      7部60-6437 男子 自由形  50m

7部60-6438 男子 背泳ぎ  50m

和田　　雅      ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ       7部60-6439 男子 平泳ぎ  50m

林　　武男      ﾊﾔｼ ﾀｹｵ        7部60-6440 男子 自由形  50m

7部60-6441 男子 自由形 100m

7部60-6442 男子 平泳ぎ  50m

山田　圭造      ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ     6部55-5943 男子 自由形  50m

安藤　一也      ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ     6部55-5944 男子 平泳ぎ  50m

吉田　竜二      ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ     6部55-5945 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5946 男子 背泳ぎ 100m

伊藤　和宏      ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ      6部55-5947 男子 自由形  50m

6部55-5948 男子 バタフライ  50m

山名　基裕      ﾔﾏﾅ ﾓﾄﾋﾛ       6部55-5949 男子 平泳ぎ  50m 川崎重工岐阜

福島　義浩      ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋﾛ      6部55-5950 男子 自由形  50m
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福島　義浩      ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋﾛ      6部55-5951 男子 バタフライ  50m

西田　耕介      ﾆｼﾀﾞ ｺｳｽｹ      5部50-5452 男子 自由形  50m

5部50-5453 男子 自由形 100m

5部50-5454 男子 バタフライ  50m

後藤　英仁      ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ      5部50-5455 男子 バタフライ  50m

二ノ丸輝正      ﾆﾉﾏﾙ ﾃﾙﾏｻ      5部50-5456 男子 自由形 100m

5部50-5457 男子 背泳ぎ  50m

宮田　敏男      ﾐﾔﾀ ﾄｼｵ        5部50-5458 男子 バタフライ  50m 大垣共立銀行

5部50-5459 男子 個人メドレー 200m 大垣共立銀行

加納　謙一      ｶﾉｳ ｹﾝｲﾁ       5部50-5460 男子 自由形  50m

松井　勇人      ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ        5部50-5461 男子 自由形 100m

5部50-5462 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5463 男子 個人メドレー 200m

小原　隆浩      ｺﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ       5部50-5464 男子 自由形  50m

5部50-5465 男子 バタフライ  50m

岡本　光治      ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ      5部50-5466 男子 平泳ぎ  50m

堀　　秀樹      ﾎﾘ ﾋﾃﾞｷ        5部50-5467 男子 自由形  50m

結城　和宏      ﾕｳｷ ｶｽﾞﾋﾛ      5部50-5468 男子 平泳ぎ 100m

5部50-5469 男子 バタフライ  50m

5部50-5470 男子 バタフライ 100m

近藤　秀夫      ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ     5部50-5471 男子 自由形  50m

5部50-5472 男子 バタフライ  50m

藤本　博嗣      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ    4部45-4973 男子 平泳ぎ  50m 川崎重工岐阜

羽賀　昭徒      ﾊｶﾞ ｱｷﾄ        4部45-4974 男子 バタフライ  50m

4部45-4975 男子 バタフライ 100m

河合　勝信      ｶﾜｲ ｶﾂﾉﾌﾞ      4部45-4976 男子 自由形  50m

4部45-4977 男子 平泳ぎ  50m

笠置　健之      ｶｻｷﾞ ﾀｹﾕｷ      4部45-4978 男子 平泳ぎ  50m 岐阜県ＫＹＢ

4部45-4979 男子 平泳ぎ 100m 岐阜県ＫＹＢ

浅野　　剛      ｱｻﾉ ﾂﾖｼ        4部45-4980 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4981 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4982 男子 個人メドレー 200m

倉富　真一      ｸﾗﾄﾐ ｼﾝｲﾁ      4部45-4983 男子 自由形  50m

4部45-4984 男子 バタフライ  50m

伊藤　哲朗      ｲﾄｳ ﾃﾂﾛｳ       4部45-4985 男子 自由形  50m

柴田　俊正      ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾏｻ      4部45-4986 男子 背泳ぎ 100m

4部45-4987 男子 バタフライ 100m

4部45-4988 男子 個人メドレー 200m

糸井　　紀      ｲﾄｲ ｵｻﾑ        4部45-4989 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4990 男子 背泳ぎ 100m

竹中　勇夫      ﾀｹﾅｶ ｲｻｵ       4部45-4991 男子 自由形  50m

藤井　慶太      ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ       4部45-4992 男子 自由形  50m

4部45-4993 男子 自由形 100m

清水　　裕      ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ       4部45-4994 男子 平泳ぎ  50m 川崎重工岐阜

4部45-4995 男子 平泳ぎ 100m 川崎重工岐阜

羽入田英揮      ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ    3部40-4496 男子 背泳ぎ  50m 岐阜県ＫＹＢ

高橋　宏幸      ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ      3部40-4497 男子 平泳ぎ  50m 岐阜県ＫＹＢ

3部40-4498 男子 平泳ぎ 100m 岐阜県ＫＹＢ

後藤　隆徳      ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾉﾘ      3部40-4499 男子 自由形  50m

3部40-44100 男子 バタフライ  50m
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宮崎　　学      ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ     3部40-44101 男子 自由形  50m

松本　　司      ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ       3部40-44102 男子 自由形  50m

3部40-44103 男子 バタフライ  50m

3部40-44104 男子 バタフライ 100m

北村以知郎      ｷﾀﾑﾗ ｲﾁﾛｳ      3部40-44105 男子 平泳ぎ  50m

3部40-44106 男子 平泳ぎ 100m

山田　久義      ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾖｼ      3部40-44107 男子 背泳ぎ  50m 岐阜県ＫＹＢ

3部40-44108 男子 背泳ぎ 100m 岐阜県ＫＹＢ

水野　晶太      ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ      3部40-44109 男子 平泳ぎ  50m

3部40-44110 男子 バタフライ  50m

小嶋　健司      ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ      3部40-44111 男子 平泳ぎ  50m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

3部40-44112 男子 平泳ぎ 100m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

加藤　　望      ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ       3部40-44113 男子 平泳ぎ  50m 岐阜県ＫＹＢ

熊谷　直人      ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾄ      3部40-44114 男子 平泳ぎ  50m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

3部40-44115 男子 平泳ぎ 100m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

坂本　有仁      ｻｶﾓﾄ ｱﾘﾄ       3部40-44116 男子 自由形  50m

3部40-44117 男子 バタフライ  50m

木村　　篤      ｷﾑﾗ ｱﾂｼ        3部40-44118 男子 背泳ぎ  50m 川崎重工岐阜

3部40-44119 男子 背泳ぎ 100m 川崎重工岐阜

3部40-44120 男子 バタフライ  50m 川崎重工岐阜

小栗　陽介      ｵｸﾞﾘ ﾖｳｽｹ      3部40-44121 男子 バタフライ  50m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

3部40-44122 男子 バタフライ 100m ﾛｼﾞﾄﾗｲ中部

那波　　優      ﾅﾜ ﾕｳ          3部40-44123 男子 自由形  50m

3部40-44124 男子 自由形 100m

寺田　貴洋      ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ      2部35-39125 男子 背泳ぎ  50m

2部35-39126 男子 背泳ぎ 100m

2部35-39127 男子 バタフライ  50m

林　　祐貴      ﾊﾔｼ ﾕｳｷ        2部35-39128 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39129 男子 個人メドレー 200m

萩　　徳行      ﾊｷﾞ ﾄｸﾕｷ       2部35-39130 男子 平泳ぎ 100m

野元利一郎      ﾉﾓﾄ ﾘｲﾁﾛｳ      2部35-39131 男子 バタフライ  50m

川本　一貴      ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ     2部35-39132 男子 自由形  50m 川崎重工岐阜

2部35-39133 男子 自由形 100m 川崎重工岐阜

山口　勝太      ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ     2部35-39134 男子 バタフライ  50m

2部35-39135 男子 バタフライ 100m

瀧澤　勇樹      ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ      2部35-39136 男子 自由形  50m

2部35-39137 男子 背泳ぎ  50m

宮野　洋祐      ﾐﾔﾉ ﾖｳｽｹ       2部35-39138 男子 自由形  50m

2部35-39139 男子 自由形 100m

大野　勝也      ｵｵﾉ ｶﾂﾔ        2部35-39140 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39141 男子 平泳ぎ 100m

伊藤　隆博      ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ       2部35-39142 男子 バタフライ 100m

野村　耕自      ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ       2部35-39143 男子 自由形  50m

寺田　尚紘      ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ      2部35-39144 男子 バタフライ  50m

2部35-39145 男子 バタフライ 100m

2部35-39146 男子 個人メドレー 200m

二木　朋博      ﾌﾀﾂｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ     2部35-39147 男子 自由形  50m

東野　史宏      ﾋｶﾞｼﾉ ﾌﾐﾋﾛ     2部35-39148 男子 平泳ぎ  50m

2部35-39149 男子 平泳ぎ 100m

中島　洋岳      ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｹ      2部35-39150 男子 背泳ぎ 100m 川崎重工岐阜
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中島　洋岳      ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾀｹ      2部35-39151 男子 バタフライ 100m 川崎重工岐阜

2部35-39152 男子 個人メドレー 200m 川崎重工岐阜

森脇　克矢      ﾓﾘﾜｷ ｶﾂﾔ       2部35-39153 男子 自由形  50m 川崎重工岐阜

2部35-39154 男子 自由形 100m 川崎重工岐阜

加藤　昌宏      ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ       2部35-39155 男子 自由形  50m

2部35-39156 男子 自由形 100m

2部35-39157 男子 バタフライ  50m

岩田　雅広      ｲﾜﾀ ﾏｻﾋﾛ       2部35-39158 男子 自由形 100m 大垣共立銀行

大津　清太      ｵｵﾂ ｾｲﾀ        2部35-39159 男子 自由形  50m

2部35-39160 男子 背泳ぎ  50m

大森　崇弘      ｵｵﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ      1部30-34161 男子 自由形  50m 川崎重工岐阜

向後　雄太      ｺｳｺﾞ ﾕｳﾀ       1部30-34162 男子 背泳ぎ 100m

1部30-34163 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34164 男子 平泳ぎ 100m

増田　大輝      ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ       1部30-34165 男子 自由形  50m 岐阜県ＫＹＢ

山本　貴博      ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ      1部30-34166 男子 自由形  50m

1部30-34167 男子 自由形 100m

1部30-34168 男子 バタフライ  50m

坂部　拓郎      ｻｶﾍﾞ ﾀｸﾛｳ      1部30-34169 男子 自由形  50m

小島　一星      ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ      1部30-34170 男子 自由形  50m 高砂工業

1部30-34171 男子 自由形 100m 高砂工業

1部30-34172 男子 バタフライ  50m 高砂工業

南谷　良治      ﾐﾅﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ      1部30-34173 男子 背泳ぎ  50m

1部30-34174 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34175 男子 個人メドレー 200m

高橋　雅也      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ       1部30-34176 男子 背泳ぎ  50m

1部30-34177 男子 個人メドレー 200m

原　　翔太      ﾊﾗ ｼｮｳﾀ        1部30-34178 男子 バタフライ  50m

大坪　龍平      ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｭｳﾍｲ    1部30-34179 男子 自由形 100m

1部30-34180 男子 バタフライ 100m

小西　一輝      ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ       1部30-34181 男子 自由形  50m

1部30-34182 男子 背泳ぎ  50m

中島　健蔵      ﾅｶｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ     1部30-34183 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34184 男子 平泳ぎ 100m

高木　友子      ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ       9部70-74185 女子 自由形 100m

9部70-74186 女子 背泳ぎ  50m

今池真理子      ｲﾏｲｹ ﾏﾘｺ       8部65-69187 女子 自由形  50m

8部65-69188 女子 背泳ぎ  50m

加藤　京子      ｶﾄｳ ｷｮｳｺ       8部65-69189 女子 平泳ぎ  50m

古澤　晴美      ﾌﾙｻﾜ ﾊﾙﾐ       8部65-69190 女子 自由形  50m

8部65-69191 女子 背泳ぎ  50m

吉田　秀子      ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ      8部65-69192 女子 背泳ぎ  50m

西尾　紀子      ﾆｼｵ ﾉﾘｺ        7部60-64193 女子 自由形  50m

7部60-64194 女子 自由形 100m

7部60-64195 女子 背泳ぎ  50m

ﾊﾟﾄﾘｼｱ ｻﾝﾀﾅ ﾊﾟﾄﾘｼｱ ｻﾝﾀﾅ    7部60-64196 女子 平泳ぎ  50m

7部60-64197 女子 平泳ぎ 100m

林　　峰子      ﾊﾔｼ ﾐﾈｺ        6部55-59198 女子 自由形  50m

6部55-59199 女子 バタフライ  50m

河原　順子      ｶﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ     6部55-59200 女子 自由形  50m

33/55 ページ2019年7月31日 14:30:05



日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

24Z21
氏名: カナ: 区分:No.:

岐　阜          
性別: 申込種目: 所属並記:

河原　順子      ｶﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ     6部55-59201 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59202 女子 平泳ぎ 100m

高橋　美香      ﾀｶﾊｼ ﾐｶ        6部55-59203 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59204 女子 背泳ぎ 100m

三浦　基覚      ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ        6部55-59205 女子 平泳ぎ  50m

浦崎　邦子      ｳﾗｻｷ ｸﾆｺ       6部55-59206 女子 自由形  50m

清水　洋子      ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ       5部50-54207 女子 自由形  50m

5部50-54208 女子 自由形 100m

5部50-54209 女子 バタフライ  50m

飯沼　彰子      ｲｲﾇﾏ ｱｷｺ       5部50-54210 女子 自由形  50m

浅野美季子      ｱｻﾉ ﾐｷｺ        5部50-54211 女子 バタフライ  50m

5部50-54212 女子 バタフライ 100m

荒川美知子      ｱﾗｶﾜ ﾐﾁｺ       5部50-54213 女子 平泳ぎ  50m

5部50-54214 女子 平泳ぎ 100m

藤井　倫代      ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾖ       5部50-54215 女子 自由形  50m

5部50-54216 女子 背泳ぎ  50m

太田　裕子      ｵｵﾀ ﾕｳｺ        5部50-54217 女子 自由形  50m

5部50-54218 女子 平泳ぎ  50m

5部50-54219 女子 平泳ぎ 100m

大西　洋子      ｵｵﾆｼ ﾖｳｺ       5部50-54220 女子 自由形  50m

吉田　美幸      ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ       4部45-49221 女子 自由形  50m

4部45-49222 女子 自由形 100m

4部45-49223 女子 バタフライ 100m

杉山　智美      ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ      4部45-49224 女子 自由形  50m

4部45-49225 女子 背泳ぎ  50m

神谷　紀子      ｶﾐﾔ ﾉﾘｺ        4部45-49226 女子 自由形  50m 川崎重工岐阜

小池　晴美      ｺｲｹ ﾊﾙﾐ        4部45-49227 女子 バタフライ  50m

加藤小百合      ｶﾄｳ ｻﾕﾘ        4部45-49228 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49229 女子 平泳ぎ 100m

足立由里子      ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘｺ       4部45-49230 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49231 女子 平泳ぎ 100m

古澤　律子      ﾌﾙｻﾜ ﾘﾂｺ       3部40-44232 女子 自由形  50m

3部40-44233 女子 バタフライ  50m

吉永　涼子      ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｮｳｺ     3部40-44234 女子 自由形  50m

3部40-44235 女子 自由形 100m

3部40-44236 女子 背泳ぎ 100m

村岡　寧子      ﾑﾗｵｶ ﾔｽｺ       3部40-44237 女子 自由形  50m 川崎重工岐阜

保方多津美      ﾎﾎﾞ ﾀﾂﾐ        3部40-44238 女子 自由形  50m

苅谷　　恵      ｶﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ       3部40-44239 女子 平泳ぎ  50m

3部40-44240 女子 平泳ぎ 100m

園部　幸代      ｿﾉﾍﾞ ｻﾁﾖ       3部40-44241 女子 平泳ぎ 100m

3部40-44242 女子 バタフライ  50m

餅原　仁美      ﾓﾁﾊﾗ ﾋﾄﾐ       3部40-44243 女子 自由形  50m

3部40-44244 女子 背泳ぎ  50m

鈴木　志保      ｽｽﾞｷ ｼﾎ        3部40-44245 女子 バタフライ  50m

3部40-44246 女子 バタフライ 100m

三尾　樹里      ﾐｵ ｼﾞｭﾘ        3部40-44247 女子 自由形  50m

3部40-44248 女子 自由形 100m

東海利名子      ﾄｳｶｲ ﾘﾅｺ       3部40-44249 女子 背泳ぎ  50m 大垣共立銀行

3部40-44250 女子 背泳ぎ 100m 大垣共立銀行
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東海利名子      ﾄｳｶｲ ﾘﾅｺ       3部40-44251 女子 個人メドレー 200m 大垣共立銀行

小笠原理恵      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｴ      2部35-39252 女子 背泳ぎ  50m

2部35-39253 女子 背泳ぎ 100m

2部35-39254 女子 個人メドレー 200m

藤澤　佑子      ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｺ      2部35-39255 女子 背泳ぎ  50m

2部35-39256 女子 背泳ぎ 100m

玉木由香里      ﾀﾏｷ ﾕｶﾘ        2部35-39257 女子 自由形  50m

2部35-39258 女子 自由形 100m

2部35-39259 女子 背泳ぎ  50m

打保友香理      ｳﾂﾎﾞ ﾕｶﾘ       2部35-39260 女子 平泳ぎ 100m

2部35-39261 女子 バタフライ  50m

2部35-39262 女子 バタフライ 100m

笠井　美佳      ｶｻｲ ﾐｶ         2部35-39263 女子 自由形  50m

2部35-39264 女子 個人メドレー 200m

岩田　郁美      ｲﾜﾀ ｲｸﾐ        2部35-39265 女子 自由形  50m 大垣共立銀行

2部35-39266 女子 自由形 100m 大垣共立銀行

宇野　有香      ｳﾉ ﾕｶ          1部30-34267 女子 自由形  50m

1部30-34268 女子 自由形 100m
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山本　正春      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ      9部70-741 男子 自由形 100m

9部70-742 男子 背泳ぎ 100m

松室　栄久      ﾏﾂﾑﾛ ﾖｼﾋｻ      9部70-743 男子 自由形 100m

9部70-744 男子 背泳ぎ 100m

駒井久二雄      ｺﾏｲ ｸﾆｵ        8部65-695 男子 自由形  50m

渡辺　弘臣      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｵﾐ     7部60-646 男子 バタフライ  50m

大谷ウィリアム  ｵｵﾀﾆ ｳｨﾘｱﾑ     6部55-597 男子 自由形  50m

6部55-598 男子 バタフライ 100m

6部55-599 男子 個人メドレー 200m

中野　圭史      ﾅｶﾉ ｹｲｼﾞ       6部55-5910 男子 自由形  50m

6部55-5911 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5912 男子 背泳ぎ 100m

青木　　勝      ｱｵｷ ﾏｻﾙ        6部55-5913 男子 自由形  50m

6部55-5914 男子 自由形 100m

鎌田　一弥      ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ      6部55-5915 男子 自由形  50m

6部55-5916 男子 自由形 100m

西村　省司      ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ     6部55-5917 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5918 男子 背泳ぎ 100m

荒居　　誠      ｱﾗｲ ﾏｺﾄ        5部50-5419 男子 自由形  50m

5部50-5420 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5421 男子 平泳ぎ 100m

茂森　香宏      ｼｹﾞﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ     4部45-4922 男子 自由形  50m

4部45-4923 男子 自由形 100m

渡邉　　卓      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ      4部45-4924 男子 自由形  50m

4部45-4925 男子 平泳ぎ  50m

古川　　暁      ﾌﾙｶﾜ ｻﾄﾙ       4部45-4926 男子 自由形  50m

4部45-4927 男子 自由形 100m

増田　竜太      ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾀ      4部45-4928 男子 自由形  50m

4部45-4929 男子 平泳ぎ  50m

中井　康明      ﾅｶｲ ﾔｽｱｷ       3部40-4430 男子 自由形  50m

3部40-4431 男子 自由形 100m

3部40-4432 男子 個人メドレー 200m

味田　啓剛      ﾐﾀ ｹｲｺﾞ        3部40-4433 男子 自由形 100m

富山　貴士      ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ       1部30-3434 男子 背泳ぎ  50m

1部30-3435 男子 バタフライ 100m

1部30-3436 男子 個人メドレー 200m

米谷　　基      ﾖﾈﾀﾆ ﾓﾄｲ       1部30-3437 男子 平泳ぎ  50m

1部30-3438 男子 平泳ぎ 100m

山本　直樹      ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ       1部30-3439 男子 平泳ぎ 100m

猪飼　拓道      ｲｶｲ ﾀｸﾄﾞｳ      1部30-3440 男子 背泳ぎ  50m

1部30-3441 男子 背泳ぎ 100m

白銀　隼人      ｼﾗｶﾞﾈ ﾊﾔﾄ      1部30-3442 男子 自由形 100m

1部30-3443 男子 背泳ぎ  50m

門坂　芳子      ｶﾄﾞｻｶ ﾖｼｺ      9部70-7444 女子 自由形  50m

9部70-7445 女子 自由形 100m

9部70-7446 女子 バタフライ  50m

栗本　純代      ｸﾘﾓﾄ ｽﾐﾖ       8部65-6947 女子 バタフライ 100m

8部65-6948 女子 個人メドレー 200m

松井　節子      ﾏﾂｲ ｾﾂｺ        6部55-5949 女子 平泳ぎ  50m

6部55-5950 女子 平泳ぎ 100m
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氏名: カナ: 区分:No.:

滋　賀          
性別: 申込種目: 所属並記:

阪口百合子      ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘｺ      6部55-5951 女子 自由形  50m

6部55-5952 女子 バタフライ  50m

橋爪美由紀      ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾕｷ      6部55-5953 女子 自由形  50m

6部55-5954 女子 自由形 100m

6部55-5955 女子 個人メドレー 200m

山本　真澄      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ       6部55-5956 女子 自由形 100m

6部55-5957 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5958 女子 背泳ぎ 100m

今井　照代      ｲﾏｲ ﾃﾙﾖ        6部55-5959 女子 平泳ぎ  50m

長谷川あずさ    ﾊｾｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ     5部50-5460 女子 自由形  50m

5部50-5461 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5462 女子 平泳ぎ 100m

鈎　　文子      ﾏｶﾞﾘ ﾌﾐｺ       5部50-5463 女子 自由形  50m

5部50-5464 女子 自由形 100m

岡本　明子      ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ       4部45-4965 女子 自由形  50m

4部45-4966 女子 背泳ぎ  50m

4部45-4967 女子 背泳ぎ 100m

杉本　友子      ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｺ      4部45-4968 女子 背泳ぎ  50m

4部45-4969 女子 背泳ぎ 100m

寺村真美子      ﾃﾗﾑﾗ ﾏﾐｺ       3部40-4470 女子 自由形 100m

西河　奈美      ﾆｼｶﾜ ﾅﾐ        1部30-3471 女子 自由形  50m

1部30-3472 女子 自由形 100m

26ZZ1
氏名: カナ: 区分:No.:

京　都          
性別: 申込種目: 所属並記:

山川　一彦      ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ     5部50-541 男子 自由形  50m

5部50-542 男子 自由形 100m

北田　靖雄      ｷﾀﾀﾞ ｾｲﾕ       5部50-543 男子 自由形  50m

5部50-544 男子 個人メドレー 200m

山田　貴博      ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ      4部45-495 男子 自由形  50m

4部45-496 男子 平泳ぎ 100m

4部45-497 男子 個人メドレー 200m

能勢　庸介      ﾉｾ ﾖｳｽｹ        3部40-448 男子 平泳ぎ  50m

3部40-449 男子 平泳ぎ 100m

管原　吉寛      ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ     2部35-3910 男子 自由形  50m

2部35-3911 男子 バタフライ  50m

2部35-3912 男子 バタフライ 100m

伊藤　達也      ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ        1部30-3413 男子 バタフライ  50m

1部30-3414 男子 バタフライ 100m

1部30-3415 男子 個人メドレー 200m
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氏名: カナ: 区分:No.:

大　阪          
性別: 申込種目: 所属並記:

長棟　和幸      ﾅｶﾞﾑﾈ ｶｽﾞﾕｷ    7部60-641 男子 自由形  50m

7部60-642 男子 バタフライ  50m

足立　直人      ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾄ       5部50-543 男子 平泳ぎ 100m

5部50-544 男子 バタフライ  50m

上田　重則      ｳｴﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ     5部50-545 男子 背泳ぎ  50m

5部50-546 男子 背泳ぎ 100m

5部50-547 男子 バタフライ 100m

水庫　雅彦      ﾐｽﾞｸﾗ ﾏｻﾋｺ     5部50-548 男子 背泳ぎ  50m

5部50-549 男子 背泳ぎ 100m

大原　京勲      ｵｵﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ      5部50-5410 男子 背泳ぎ  50m

5部50-5411 男子 背泳ぎ 100m

高橋　一郎      ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ      5部50-5412 男子 自由形  50m

5部50-5413 男子 バタフライ  50m

加賀　朋司      ｶｶﾞ ﾄﾓｼﾞ       4部45-4914 男子 自由形  50m

4部45-4915 男子 自由形 100m

4部45-4916 男子 背泳ぎ  50m

右田　昭文      ﾐｷﾞﾀ ｱｷﾌﾐ      4部45-4917 男子 自由形 100m

橋本　　聡      ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ       4部45-4918 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4919 男子 バタフライ  50m

大場　智公      ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ      4部45-4920 男子 バタフライ 100m

西川　暢彦      ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ     4部45-4921 男子 自由形  50m

4部45-4922 男子 自由形 100m

川井　祐二      ｶﾜｲ ﾕｳｼﾞ       3部40-4423 男子 自由形  50m

谷口　彰史      ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ     3部40-4424 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4425 男子 バタフライ  50m

北口　茂聖      ｷﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞﾄｼ    3部40-4426 男子 バタフライ  50m

3部40-4427 男子 バタフライ 100m

3部40-4428 男子 個人メドレー 200m

濱岡　孝史      ﾊﾏｵｶ ﾀｶｼ       3部40-4429 男子 自由形  50m

3部40-4430 男子 自由形 100m

3部40-4431 男子 バタフライ  50m

長尾　達也      ﾅｶﾞｵ ﾀﾂﾔ       2部35-3932 男子 自由形  50m

2部35-3933 男子 背泳ぎ  50m

原田　晃徳      ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾉﾘ      1部30-3434 男子 自由形  50m

1部30-3435 男子 自由形 100m

安達ゆかり      ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ       7部60-6436 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6437 女子 平泳ぎ 100m

石原　千穂      ｲｼﾊﾗ ﾁﾎ        6部55-5938 女子 自由形  50m

6部55-5939 女子 自由形 100m

6部55-5940 女子 背泳ぎ  50m

水澤　尚子      ﾐｽﾞｻﾜ ﾅｵｺ      5部50-5441 女子 自由形  50m

5部50-5442 女子 バタフライ  50m

清田　綾子      ｷﾖﾀ ｱﾔｺ        4部45-4943 女子 自由形  50m

4部45-4944 女子 背泳ぎ 100m

4部45-4945 女子 平泳ぎ  50m

田中　美穂      ﾀﾅｶ ﾐﾎ         3部40-4446 女子 自由形  50m

森久　加奈      ﾓﾘﾋｻ ｶﾅ        3部40-4447 女子 自由形  50m

3部40-4448 女子 背泳ぎ  50m

3部40-4449 女子 背泳ぎ 100m
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松本　直治      ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾊﾙ      9部70-741 男子 背泳ぎ  50m

9部70-742 男子 バタフライ 100m

9部70-743 男子 個人メドレー 200m

竹中　司朗      ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ       8部65-694 男子 背泳ぎ  50m

8部65-695 男子 背泳ぎ 100m

8部65-696 男子 個人メドレー 200m

奥橋　政輝      ｵｸﾊｼ ﾏｻｷ       8部65-697 男子 自由形  50m

8部65-698 男子 自由形 100m

8部65-699 男子 バタフライ  50m

木下　栄二      ｷﾉｼﾀ ｴｲｼﾞ      7部60-6410 男子 平泳ぎ  50m

川口　治彦      ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ     7部60-6411 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6412 男子 背泳ぎ 100m

北山　二朗      ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ      7部60-6413 男子 自由形  50m

7部60-6414 男子 自由形 100m

7部60-6415 男子 バタフライ  50m

常岡　靖文      ﾂﾈｵｶ ﾔｽﾌﾐ      7部60-6416 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6417 男子 平泳ぎ 100m

和田　光男      ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ        7部60-6418 男子 自由形  50m

7部60-6419 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6420 男子 背泳ぎ 100m

関原　敏伸      ｾｷﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ     7部60-6421 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6422 男子 平泳ぎ 100m

戸越　清行      ﾄｺﾞｴ ｷﾖﾕｷ      7部60-6423 男子 自由形 100m

7部60-6424 男子 バタフライ 100m

7部60-6425 男子 個人メドレー 200m

前川　和男      ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ      7部60-6426 男子 自由形  50m

7部60-6427 男子 自由形 100m

7部60-6428 男子 背泳ぎ 100m

山本　慎一      ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ      7部60-6429 男子 バタフライ  50m

7部60-6430 男子 バタフライ 100m

辺見　純至      ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝｼ      6部55-5931 男子 自由形  50m

6部55-5932 男子 自由形 100m

村田　善紀      ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ       6部55-5933 男子 自由形 100m

6部55-5934 男子 個人メドレー 200m

木全　孝明      ｷﾏﾀ ﾀｶｱｷ       6部55-5935 男子 自由形  50m

6部55-5936 男子 自由形 100m

吉田　和史      ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ     6部55-5937 男子 自由形  50m

花田　勝則      ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ      6部55-5938 男子 バタフライ  50m

6部55-5939 男子 バタフライ 100m

向井　啓二      ﾑｶｲ ｹｲｼﾞ       6部55-5940 男子 自由形  50m

6部55-5941 男子 自由形 100m

玉置　哲明      ﾀﾏｵｷ ﾋﾛｱｷ      6部55-5942 男子 自由形  50m

6部55-5943 男子 自由形 100m

6部55-5944 男子 バタフライ  50m

福永　年秋      ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ     6部55-5945 男子 自由形 100m

6部55-5946 男子 平泳ぎ 100m

6部55-5947 男子 個人メドレー 200m

吉田　　悟      ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ       6部55-5948 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5949 男子 平泳ぎ 100m

加藤　嘉一      ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ      5部50-5450 男子 自由形  50m ノーリツ
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加藤　嘉一      ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ      5部50-5451 男子 平泳ぎ  50m ノーリツ

5部50-5452 男子 平泳ぎ 100m ノーリツ

白石　広幸      ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ      5部50-5453 男子 自由形  50m

高橋　伸武      ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｹ     5部50-5454 男子 自由形  50m

5部50-5455 男子 バタフライ  50m

宇田　　崇      ｳﾀﾞ ﾀｶｼ        5部50-5456 男子 自由形  50m

5部50-5457 男子 自由形 100m

小南　裕明      ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｱｷ      5部50-5458 男子 バタフライ 100m

小林　弘幸      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ     5部50-5459 男子 自由形  50m

5部50-5460 男子 バタフライ  50m

5部50-5461 男子 バタフライ 100m

藤田將太郎      ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾀﾛｳ     5部50-5462 男子 バタフライ  50m

5部50-5463 男子 バタフライ 100m

髙井　雅人      ﾀｶｲ ﾏｻﾄ        5部50-5464 男子 自由形  50m

5部50-5465 男子 平泳ぎ 100m

北岡　　浩      ｷﾀｵｶ ﾋﾛｼ       4部45-4966 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4967 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4968 男子 バタフライ  50m

山内　康寛      ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋﾛ      4部45-4969 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4970 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4971 男子 バタフライ  50m

橋本　貴幸      ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ      4部45-4972 男子 自由形  50m

江本　達哉      ｴﾓﾄ ﾀﾂﾔ        4部45-4973 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4974 男子 背泳ぎ 100m

星加　英樹      ﾎｼｶ ﾋﾃﾞｷ       4部45-4975 男子 自由形  50m

4部45-4976 男子 自由形 100m

4部45-4977 男子 バタフライ  50m

谷井　啓一      ﾔﾂｲ ｹｲｲﾁ       4部45-4978 男子 バタフライ  50m

4部45-4979 男子 バタフライ 100m

4部45-4980 男子 個人メドレー 200m

土居原祥生      ﾄﾞｲﾊﾗ ｻﾁｵ      3部40-4481 男子 自由形  50m

3部40-4482 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4483 男子 個人メドレー 200m

花井　宏祐      ﾊﾅｲ ｺｳｽｹ       3部40-4484 男子 自由形  50m

3部40-4485 男子 自由形 100m

3部40-4486 男子 平泳ぎ  50m

田中　健吾      ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ       3部40-4487 男子 自由形  50m

3部40-4488 男子 自由形 100m

3部40-4489 男子 背泳ぎ  50m

竹中　太希      ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ       3部40-4490 男子 自由形  50m

3部40-4491 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4492 男子 背泳ぎ 100m

竹川　将則      ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ      3部40-4493 男子 バタフライ  50m

3部40-4494 男子 バタフライ 100m

3部40-4495 男子 個人メドレー 200m

山本　尚志      ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ       2部35-3996 男子 自由形  50m

2部35-3997 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3998 男子 平泳ぎ 100m

山本　浩路      ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ      2部35-3999 男子 自由形 100m

2部35-39100 男子 バタフライ 100m
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山本　浩路      ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ      2部35-39101 男子 個人メドレー 200m

和田　健太      ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ        1部30-34102 男子 自由形  50m

1部30-34103 男子 バタフライ  50m

瀬尾　啓太      ｾｵ ｹｲﾀ         1部30-34104 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34105 男子 平泳ぎ 100m

1部30-34106 男子 バタフライ  50m

豊留　新平      ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ    1部30-34107 男子 平泳ぎ  50m ノーリツ

1部30-34108 男子 平泳ぎ 100m ノーリツ

1部30-34109 男子 個人メドレー 200m ノーリツ

山下　裕右      ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ      1部30-34110 男子 自由形  50m

1部30-34111 男子 平泳ぎ  50m

1部30-34112 男子 個人メドレー 200m

上野　樹也      ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ        1部30-34113 男子 バタフライ  50m

1部30-34114 男子 バタフライ 100m

松井　洋介      ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ       1部30-34115 男子 自由形 100m

1部30-34116 男子 バタフライ  50m

杉浦　幸子      ｽｷﾞｳﾗ ｻﾁｺ      9部70-74117 女子 背泳ぎ  50m

9部70-74118 女子 背泳ぎ 100m

9部70-74119 女子 バタフライ  50m

佐伯　和子      ｻｴｷ ｶｽﾞｺ       9部70-74120 女子 自由形  50m

9部70-74121 女子 自由形 100m

楞野　信子      ｶﾄﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ      9部70-74122 女子 平泳ぎ  50m

9部70-74123 女子 平泳ぎ 100m

9部70-74124 女子 個人メドレー 200m

下河　喜恵      ｼﾓｶﾜ ﾖｼｴ       8部65-69125 女子 自由形 100m

8部65-69126 女子 背泳ぎ  50m

8部65-69127 女子 背泳ぎ 100m

藤井たづ子      ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾞｺ      8部65-69128 女子 自由形 100m

8部65-69129 女子 平泳ぎ  50m

8部65-69130 女子 平泳ぎ 100m

竹田　公美      ﾀｹﾀﾞ ｸﾐ        8部65-69131 女子 バタフライ  50m

8部65-69132 女子 バタフライ 100m

8部65-69133 女子 個人メドレー 200m

妻鹿　郁香      ﾒｶﾞ ｲｸｺ        8部65-69134 女子 自由形  50m

戸田　朗子      ﾄﾀﾞ ﾛｳｺ        7部60-64135 女子 自由形  50m

7部60-64136 女子 平泳ぎ  50m

7部60-64137 女子 平泳ぎ 100m

和田　明子      ﾜﾀﾞ ｱｷｺ        7部60-64138 女子 背泳ぎ  50m

石橋　直美      ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾐ      7部60-64139 女子 自由形  50m

7部60-64140 女子 自由形 100m

岩本　厚子      ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｺ       7部60-64141 女子 バタフライ  50m

7部60-64142 女子 バタフライ 100m

富永英津子      ﾄﾐﾅｶﾞ ｴﾂｺ      7部60-64143 女子 背泳ぎ  50m

7部60-64144 女子 背泳ぎ 100m

7部60-64145 女子 個人メドレー 200m

井上眞貴子      ｲﾉｳｴ ﾏｷｺ       7部60-64146 女子 自由形  50m

7部60-64147 女子 平泳ぎ  50m

7部60-64148 女子 平泳ぎ 100m

高畑　政代      ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾖ       6部55-59149 女子 平泳ぎ  50m

6部55-59150 女子 平泳ぎ 100m

41/55 ページ2019年7月31日 14:30:06



日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技登録団体別申込種目一覧表

2899M
氏名: カナ: 区分:No.:

兵　庫          
性別: 申込種目: 所属並記:

阿部恵美子      ｱﾍﾞ ｴﾐｺ        6部55-59151 女子 自由形 100m

6部55-59152 女子 背泳ぎ  50m

6部55-59153 女子 背泳ぎ 100m

向井　良恵      ﾑｶｲ ﾖｼｴ        6部55-59154 女子 自由形 100m

6部55-59155 女子 バタフライ 100m

6部55-59156 女子 個人メドレー 200m

森本　良子      ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｺ       6部55-59157 女子 バタフライ  50m

6部55-59158 女子 バタフライ 100m

6部55-59159 女子 個人メドレー 200m

長瀬　純子      ﾅｶﾞｾ ｼﾞｭﾝｺ     6部55-59160 女子 自由形  50m

6部55-59161 女子 自由形 100m

6部55-59162 女子 個人メドレー 200m

高橋亜矢子      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ       5部50-54163 女子 平泳ぎ  50m

齊藤　範子      ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ       5部50-54164 女子 背泳ぎ  50m

5部50-54165 女子 平泳ぎ  50m

伊与田千暁      ｲﾖﾀﾞ ﾁｱｷ       5部50-54166 女子 自由形  50m

5部50-54167 女子 自由形 100m

5部50-54168 女子 バタフライ  50m

川島　帆波      ｶﾜｼﾏ ﾎﾅﾐ       5部50-54169 女子 平泳ぎ  50m

5部50-54170 女子 平泳ぎ 100m

天野真由美      ｱﾏﾉ ﾏﾕﾐ        5部50-54171 女子 自由形  50m

5部50-54172 女子 自由形 100m

5部50-54173 女子 平泳ぎ 100m

林　さなえ      ﾊﾔｼ ｻﾅｴ        5部50-54174 女子 自由形  50m

5部50-54175 女子 自由形 100m

5部50-54176 女子 平泳ぎ  50m

渡邊　里子      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ      4部45-49177 女子 背泳ぎ  50m

4部45-49178 女子 背泳ぎ 100m

4部45-49179 女子 個人メドレー 200m

髙井　あこ      ﾀｶｲ ｱｺ         4部45-49180 女子 自由形  50m

4部45-49181 女子 背泳ぎ  50m

4部45-49182 女子 バタフライ 100m

佐野　有紀      ｻﾉ ﾕｷ          4部45-49183 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49184 女子 平泳ぎ 100m

髙田　政代      ﾀｶﾀ ﾏｻﾖ        4部45-49185 女子 平泳ぎ 100m

4部45-49186 女子 バタフライ 100m

4部45-49187 女子 個人メドレー 200m

黒坂美紀子      ｸﾛｻｶ ﾐｷｺ       4部45-49188 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49189 女子 平泳ぎ 100m

4部45-49190 女子 バタフライ  50m

梶原　亜希      ｶｼﾞﾊﾗ ｱｷ       4部45-49191 女子 平泳ぎ  50m

4部45-49192 女子 平泳ぎ 100m

横原千恵子      ﾖｺﾊﾗ ﾁｴｺ       3部40-44193 女子 自由形  50m

3部40-44194 女子 背泳ぎ  50m

3部40-44195 女子 平泳ぎ 100m

松田　早苗      ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅｴ       3部40-44196 女子 バタフライ  50m

3部40-44197 女子 バタフライ 100m

3部40-44198 女子 個人メドレー 200m

山本　雅子      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ       3部40-44199 女子 自由形  50m

3部40-44200 女子 自由形 100m
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山本　雅子      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ       3部40-44201 女子 平泳ぎ  50m

29M01
氏名: カナ: 区分:No.:

奈　良
性別: 申込種目: 所属並記:

平井　隆誠      ﾋﾗｲ ﾀｶｾｲ       4部45-491 男子 平泳ぎ  50m

4部45-492 男子 バタフライ  50m

東口　憲治      ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ   4部45-493 男子 自由形  50m

4部45-494 男子 平泳ぎ  50m

平井　　満      ﾋﾗｲ ﾐﾂﾙ        4部45-495 男子 背泳ぎ  50m

4部45-496 男子 背泳ぎ 100m

4部45-497 男子 個人メドレー 200m

熊本　圭祐      ｸﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ      3部40-448 男子 背泳ぎ 100m

3部40-449 男子 個人メドレー 200m

高見　智也      ﾀｶﾐ ﾄﾓﾔ        2部35-3910 男子 背泳ぎ  50m

2部35-3911 男子 背泳ぎ 100m

佐藤　裕紀      ｻﾄｳ ﾕｳｷ        1部30-3412 男子 バタフライ  50m

森本　真彦      ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋｺ      1部30-3413 男子 バタフライ  50m
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30AAA
氏名: カナ: 区分:No.:

和歌山          
性別: 申込種目: 所属並記:

福嶋　万恭      ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ     9部70-741 男子 自由形  50m

9部70-742 男子 自由形 100m

人瀬　昭一      ﾋﾄｾ ｼｮｳｲﾁ      8部65-693 男子 自由形  50m

8部65-694 男子 自由形 100m

8部65-695 男子 バタフライ  50m

梁川　恵一      ﾔﾅｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ     8部65-696 男子 自由形  50m

8部65-697 男子 バタフライ  50m

8部65-698 男子 バタフライ 100m

藤井　幹雄      ﾌｼﾞｲ ﾐｷｵ       6部55-599 男子 自由形  50m

6部55-5910 男子 自由形 100m

6部55-5911 男子 バタフライ  50m

目片　正昭      ﾒｶﾀ ﾏｻｱｷ       5部50-5412 男子 自由形  50m

5部50-5413 男子 自由形 100m

5部50-5414 男子 平泳ぎ  50m

平林　照浩      ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾋﾛ    5部50-5415 男子 自由形  50m

5部50-5416 男子 自由形 100m

5部50-5417 男子 バタフライ  50m

吉田　友之      ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ      5部50-5418 男子 自由形  50m

5部50-5419 男子 自由形 100m

5部50-5420 男子 バタフライ  50m

中村　裕和      ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ     4部45-4921 男子 自由形  50m

4部45-4922 男子 自由形 100m

4部45-4923 男子 背泳ぎ  50m

前山　大吉      ﾏｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ     4部45-4924 男子 自由形  50m

4部45-4925 男子 自由形 100m

4部45-4926 男子 背泳ぎ  50m

操本　隆紀      ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ      4部45-4927 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4928 男子 平泳ぎ 100m

4部45-4929 男子 バタフライ  50m

川井　一輝      ｶﾜｲ ｶｽﾞﾃﾙ      2部35-3930 男子 自由形  50m

2部35-3931 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3932 男子 平泳ぎ 100m

井原　誉文      ｲﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ       2部35-3933 男子 自由形  50m

2部35-3934 男子 自由形 100m

2部35-3935 男子 バタフライ  50m

中村　真紀      ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ        4部45-4936 女子 自由形  50m

4部45-4937 女子 自由形 100m

4部45-4938 女子 背泳ぎ  50m

3199M
氏名: カナ: 区分:No.:

鳥　取          
性別: 申込種目: 所属並記:

舟木　忠則      ﾌﾅｷ ﾀﾀﾞﾉﾘ      5部50-541 男子 背泳ぎ  50m

5部50-542 男子 平泳ぎ 100m
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氏名: カナ: 区分:No.:

島　根          
性別: 申込種目: 所属並記:

菊地　郁雄      ｷｸﾁ ｲｸｵ        8部65-691 男子 自由形 100m

8部65-692 男子 背泳ぎ  50m

8部65-693 男子 背泳ぎ 100m

佐藤　育也      ｻﾄｳ ｲｸﾔ        6部55-594 男子 バタフライ  50m

6部55-595 男子 個人メドレー 200m

深谷　孝平      ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ       2部35-396 男子 自由形  50m

2部35-397 男子 自由形 100m

2部35-398 男子 バタフライ  50m

足立　智喜      ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ       1部30-349 男子 自由形  50m

1部30-3410 男子 平泳ぎ  50m

1部30-3411 男子 平泳ぎ 100m

福島　志保      ﾌｸｼﾏ ｼﾎ        6部55-5912 女子 平泳ぎ  50m

6部55-5913 女子 平泳ぎ 100m

矢田　顕子      ﾔﾀ ｱｷｺ         6部55-5914 女子 自由形  50m

栗原　佳代      ｸﾘﾊﾗ ｶﾖ        4部45-4915 女子 自由形  50m

4部45-4916 女子 自由形 100m

4部45-4917 女子 バタフライ  50m

柏井　真理      ｶｼﾜｲ ﾏﾘ        3部40-4418 女子 バタフライ  50m

長廻　有香      ﾅｶﾞｻｺ ﾕｶ       2部35-3919 女子 自由形  50m

2部35-3920 女子 背泳ぎ  50m

2部35-3921 女子 背泳ぎ 100m
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氏名: カナ: 区分:No.:

岡　山          
性別: 申込種目: 所属並記:

亀尾　広志      ｶﾒｵ ﾋﾛｼ        8部65-691 男子 平泳ぎ  50m

8部65-692 男子 平泳ぎ 100m

山根　和己      ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾐ       7部60-643 男子 自由形  50m

7部60-644 男子 自由形 100m

高塚　哲治      ﾀｶﾂｶ ﾃﾂｼﾞ      7部60-645 男子 平泳ぎ  50m

7部60-646 男子 平泳ぎ 100m

別所　美治      ﾍﾞｯｼｮ ﾖｼﾊﾙ     7部60-647 男子 自由形  50m

田中　克己      ﾀﾅｶ ｶﾂﾐ        7部60-648 男子 平泳ぎ  50m

7部60-649 男子 平泳ぎ 100m

池田　広行      ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ      7部60-6410 男子 平泳ぎ  50m

岡本　栄二      ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ      6部55-5911 男子 背泳ぎ  50m

6部55-5912 男子 バタフライ  50m

6部55-5913 男子 バタフライ 100m

魚住　和利      ｳｵｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄｼ    6部55-5914 男子 自由形  50m

浜田賀津弘      ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ      6部55-5915 男子 自由形  50m

川上耕一郎      ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ    6部55-5916 男子 自由形  50m

太田　裕介      ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ       6部55-5917 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5918 男子 平泳ぎ 100m

倉橋　寛明      ｸﾗﾊｼ ﾋﾛｱｷ      2部35-3919 男子 バタフライ 100m

古田　敏尚      ﾌﾙﾀ ﾄｼﾅｵ       2部35-3920 男子 自由形  50m

2部35-3921 男子 自由形 100m

2部35-3922 男子 平泳ぎ  50m

清水　順子      ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ     7部60-6423 女子 自由形  50m

7部60-6424 女子 自由形 100m

7部60-6425 女子 バタフライ  50m

田中　順子      ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ      7部60-6426 女子 自由形  50m

7部60-6427 女子 自由形 100m

守屋　智子      ﾓﾘﾔ ﾄﾓｺ        6部55-5928 女子 バタフライ  50m

6部55-5929 女子 個人メドレー 200m

田辺　純子      ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ     5部50-5430 女子 平泳ぎ  50m

5部50-5431 女子 平泳ぎ 100m

5部50-5432 女子 バタフライ 100m

浅井　美希      ｱｻｲ ﾐｷ         5部50-5433 女子 自由形  50m

遠藤　典子      ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ      5部50-5434 女子 自由形  50m

5部50-5435 女子 平泳ぎ  50m
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氏名: カナ: 区分:No.:

広　島          
性別: 申込種目: 所属並記:

真田　則之      ｻﾅﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ      9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

小林　誠一      ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ     9部70-742 男子 自由形  50m

9部70-743 男子 自由形 100m

難波　惣淳      ﾅﾝﾊﾞ ｿｳｼﾞｭﾝ    9部70-744 男子 バタフライ  50m

9部70-745 男子 バタフライ 100m

9部70-746 男子 個人メドレー 200m

石田　人志      ｲｼﾀﾞ ﾋﾄｼ       9部70-747 男子 バタフライ  50m

9部70-748 男子 バタフライ 100m

9部70-749 男子 個人メドレー 200m

上司　正善      ｶﾐﾂｶｻ ﾏｻﾖｼ     8部65-6910 男子 自由形  50m ＭＡＺＤＡ

8部65-6911 男子 自由形 100m ＭＡＺＤＡ

山本　健造      ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ     8部65-6912 男子 自由形  50m

8部65-6913 男子 自由形 100m

8部65-6914 男子 バタフライ 100m

上野　愼司      ｳｴﾉ ｼﾝｼﾞ       7部60-6415 男子 自由形  50m

7部60-6416 男子 自由形 100m

和田　　収      ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ        7部60-6417 男子 バタフライ  50m

7部60-6418 男子 バタフライ 100m

土井　雅夫      ﾄﾞｲ ﾏｻｵ        7部60-6419 男子 背泳ぎ  50m

7部60-6420 男子 バタフライ 100m

7部60-6421 男子 個人メドレー 200m

芝　　啓造      ｼﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ      6部55-5922 男子 自由形 100m

6部55-5923 男子 背泳ぎ 100m

西尾　猛治      ﾆｼｵ ﾀｹｼﾞ       6部55-5924 男子 平泳ぎ  50m

6部55-5925 男子 平泳ぎ 100m

6部55-5926 男子 個人メドレー 200m

吉村　隆昭      ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｱｷ      6部55-5927 男子 自由形  50m

6部55-5928 男子 自由形 100m

6部55-5929 男子 背泳ぎ  50m

半原　哲行      ﾊﾝﾊﾞﾗ ﾃﾂﾕｷ     6部55-5930 男子 自由形  50m

6部55-5931 男子 自由形 100m

6部55-5932 男子 背泳ぎ  50m

前峠　浩義      ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾖｼ    5部50-5433 男子 背泳ぎ  50m

5部50-5434 男子 背泳ぎ 100m

5部50-5435 男子 バタフライ  50m

宮原　明久      ﾐﾔﾊﾗ ｱｷﾋｻ      5部50-5436 男子 自由形  50m

5部50-5437 男子 平泳ぎ  50m

5部50-5438 男子 平泳ぎ 100m

川本喜一郎      ｶﾜﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ     5部50-5439 男子 自由形  50m

5部50-5440 男子 バタフライ  50m

5部50-5441 男子 バタフライ 100m

西村　　進      ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾑ       4部45-4942 男子 自由形 100m

谷本　瑞樹      ﾀﾆﾓﾄ ﾐｽﾞｷ      4部45-4943 男子 自由形  50m

4部45-4944 男子 平泳ぎ  50m

大木　　悟      ｵｵｷ ｻﾄﾙ        3部40-4445 男子 平泳ぎ  50m ＭＡＺＤＡ

3部40-4446 男子 平泳ぎ 100m ＭＡＺＤＡ

3部40-4447 男子 個人メドレー 200m ＭＡＺＤＡ

徳石　宏明      ﾄｸｲｼ ﾋﾛｱｷ      3部40-4448 男子 自由形  50m

東　淳一郎      ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  3部40-4449 男子 自由形  50m

3部40-4450 男子 自由形 100m
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34Z01
氏名: カナ: 区分:No.:

広　島          
性別: 申込種目: 所属並記:

東　淳一郎      ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  3部40-4451 男子 バタフライ  50m

田中地　剛      ﾀﾅｶｼﾞ ｺﾞｳ      2部35-3952 男子 自由形 100m

2部35-3953 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3954 男子 バタフライ  50m

安井　拓哉      ﾔｽｲ ﾀｸﾔ        2部35-3955 男子 平泳ぎ  50m

2部35-3956 男子 平泳ぎ 100m

牛島　由貴      ｳｼｼﾞﾏ ﾖｼｷ      2部35-3957 男子 背泳ぎ  50m

2部35-3958 男子 背泳ぎ 100m

2部35-3959 男子 個人メドレー 200m

村﨑　悠太      ﾑﾗｻｷ ﾕｳﾀ       1部30-3460 男子 自由形  50m

1部30-3461 男子 自由形 100m

足立　崇勝      ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾏｻ      1部30-3462 男子 自由形 100m ＭＡＺＤＡ

1部30-3463 男子 バタフライ  50m ＭＡＺＤＡ

1部30-3464 男子 バタフライ 100m ＭＡＺＤＡ

坂口　征司      ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ     1部30-3465 男子 自由形  50m

1部30-3466 男子 バタフライ  50m

1部30-3467 男子 バタフライ 100m

松永　和也      ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ     1部30-3468 男子 自由形  50m

1部30-3469 男子 背泳ぎ  50m

1部30-3470 男子 背泳ぎ 100m

白川　太陽      ｼﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ      1部30-3471 男子 平泳ぎ  50m

1部30-3472 男子 平泳ぎ 100m

1部30-3473 男子 個人メドレー 200m

尾形眞知子      ｵｶﾞﾀ ﾏﾁｺ       9部70-7474 女子 平泳ぎ  50m

9部70-7475 女子 平泳ぎ 100m

尾川　文子      ｵｶﾞﾜ ﾌﾐｺ       9部70-7476 女子 自由形 100m

9部70-7477 女子 背泳ぎ  50m

9部70-7478 女子 背泳ぎ 100m

大田　幸江      ｵｵﾀ ｻﾁｴ        9部70-7479 女子 背泳ぎ  50m

9部70-7480 女子 背泳ぎ 100m

下家佐江子      ｼﾓｲｴ ｻｴｺ       8部65-6981 女子 自由形  50m

8部65-6982 女子 自由形 100m

8部65-6983 女子 バタフライ  50m

松本　純江      ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐｴ       8部65-6984 女子 平泳ぎ 100m

8部65-6985 女子 バタフライ  50m

8部65-6986 女子 個人メドレー 200m

西本智良子      ﾆｼﾓﾄ ﾁﾖｺ       7部60-6487 女子 背泳ぎ  50m

7部60-6488 女子 平泳ぎ  50m

7部60-6489 女子 平泳ぎ 100m

末田久留美      ｽｴﾀﾞ ｸﾙﾐ       7部60-6490 女子 自由形  50m

7部60-6491 女子 自由形 100m

7部60-6492 女子 背泳ぎ  50m

恒吉　由美      ﾂﾈﾖｼ ﾕﾐ        6部55-5993 女子 自由形  50m

6部55-5994 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5995 女子 背泳ぎ 100m

前峠　和江      ﾏｴﾄｳｹﾞ ｶｽﾞｴ    5部50-5496 女子 自由形  50m

5部50-5497 女子 背泳ぎ  50m

5部50-5498 女子 背泳ぎ 100m

石岡　千恵      ｲｼｵｶ ﾁｴ        5部50-5499 女子 自由形  50m

5部50-54100 女子 自由形 100m
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氏名: カナ: 区分:No.:
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性別: 申込種目: 所属並記:

花房　典代      ﾊﾅﾌﾞｻ ﾐﾁﾖ      4部45-49101 女子 自由形  50m

4部45-49102 女子 自由形 100m

4部45-49103 女子 バタフライ  50m

河野　香里      ｺｳﾉ ｶｵﾘ        4部45-49104 女子 自由形 100m

4部45-49105 女子 平泳ぎ 100m

4部45-49106 女子 個人メドレー 200m

伊藤　和美      ｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ       3部40-44107 女子 自由形  50m

3部40-44108 女子 自由形 100m

3部40-44109 女子 バタフライ  50m

谷口　尚美      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾐ      3部40-44110 女子 自由形  50m

3部40-44111 女子 自由形 100m

3部40-44112 女子 背泳ぎ  50m

大木　あい      ｵｵｷ ｱｲ         3部40-44113 女子 自由形  50m

3部40-44114 女子 自由形 100m

3部40-44115 女子 バタフライ  50m

星山　美和      ﾎｼﾔﾏ ﾐﾜ        3部40-44116 女子 自由形  50m

3部40-44117 女子 自由形 100m

3部40-44118 女子 背泳ぎ  50m

西久保真由      ﾆｼｸﾎﾞ ﾏﾕ       1部30-34119 女子 背泳ぎ 100m

1部30-34120 女子 バタフライ 100m

1部30-34121 女子 個人メドレー 200m

35Z02
氏名: カナ: 区分:No.:

山　口          
性別: 申込種目: 所属並記:

林　　　敏      ﾊﾔｼ ｻﾄｼ        9部70-741 男子 平泳ぎ  50m

9部70-742 男子 平泳ぎ 100m

山本　芳昭      ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ      8部65-693 男子 平泳ぎ  50m

田中　健二      ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ       8部65-694 男子 平泳ぎ  50m

8部65-695 男子 平泳ぎ 100m

島野　哲郎      ｼﾏﾉ ﾃﾂﾛｳ       5部50-546 男子 バタフライ 100m

5部50-547 男子 個人メドレー 200m

堀　　雅晴      ﾎﾘ ﾏｻﾊﾙ        4部45-498 男子 自由形  50m

石黒　洋志      ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｼ      4部45-499 男子 背泳ぎ  50m

4部45-4910 男子 背泳ぎ 100m

西園　喜洋      ﾆｼｿﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ     4部45-4911 男子 バタフライ  50m

冨田　照光      ﾄﾐﾀ ﾃﾙﾐﾂ       4部45-4912 男子 背泳ぎ  50m トクヤマ

4部45-4913 男子 背泳ぎ 100m トクヤマ

岡部　英雄      ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ      4部45-4914 男子 平泳ぎ  50m

谷川　真隆      ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ     3部40-4415 男子 平泳ぎ  50m

竹内　義夫      ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ       3部40-4416 男子 背泳ぎ  50m

3部40-4417 男子 背泳ぎ 100m

堀谷　雅人      ﾎﾘﾀﾆ ﾏｻﾄ       1部30-3418 男子 バタフライ  50m

1部30-3419 男子 バタフライ 100m

古城　聖美      ｺｼﾞｮｳ ｷﾖﾐ      6部55-5920 女子 バタフライ  50m

6部55-5921 女子 バタフライ 100m

6部55-5922 女子 個人メドレー 200m

森脇　欣恵      ﾓﾘﾜｷ ﾖｼｴ       5部50-5423 女子 背泳ぎ  50m

5部50-5424 女子 背泳ぎ 100m
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3699M
氏名: カナ: 区分:No.:

香　川          
性別: 申込種目: 所属並記:

金山　伸生      ｶﾅﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ      8部65-691 男子 自由形  50m

伊達　和昌      ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾏｻ      6部55-592 男子 平泳ぎ  50m

6部55-593 男子 平泳ぎ 100m

真鍋　克也      ﾏﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ       6部55-594 男子 背泳ぎ  50m

6部55-595 男子 背泳ぎ 100m

6部55-596 男子 個人メドレー 200m

山本　圭吾      ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ      4部45-497 男子 背泳ぎ  50m

4部45-498 男子 個人メドレー 200m

37Z01
氏名: カナ: 区分:No.:

徳　島          
性別: 申込種目: 所属並記:

森川　忠義      ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ     6部55-591 男子 自由形  50m

6部55-592 男子 自由形 100m

土橋　知史      ﾂﾁﾊｼ ｻﾄｼ       5部50-543 男子 自由形  50m

5部50-544 男子 バタフライ  50m

5部50-545 男子 個人メドレー 200m

金澤　健司      ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ     1部30-346 男子 自由形  50m

1部30-347 男子 背泳ぎ 100m

1部30-348 男子 バタフライ  50m
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38Z10
氏名: カナ: 区分:No.:

愛　媛          
性別: 申込種目: 所属並記:

熊谷　　治      ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ      9部70-741 男子 バタフライ  50m

9部70-742 男子 バタフライ 100m

9部70-743 男子 個人メドレー 200m

宇都宮繁秋      ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｹﾞｱｷ    9部70-744 男子 自由形 100m

9部70-745 男子 平泳ぎ  50m

9部70-746 男子 平泳ぎ 100m

若槻　弘幸      ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾕｷ      8部65-697 男子 平泳ぎ  50m

8部65-698 男子 平泳ぎ 100m

塚本　修平      ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ     7部60-649 男子 自由形  50m

7部60-6410 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6411 男子 平泳ぎ 100m

高岡　明典      ﾀｶｵｶ ｱｷﾉﾘ      7部60-6412 男子 自由形  50m

7部60-6413 男子 自由形 100m

幡井富二夫      ﾊﾀｲ ﾌｼﾞｵ       7部60-6414 男子 平泳ぎ  50m

7部60-6415 男子 平泳ぎ 100m

渡辺　武彦      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋｺ     4部45-4916 男子 自由形  50m

4部45-4917 男子 自由形 100m

深水恭太郎      ﾌｶﾐ ｷｮｳﾀﾛｳ     4部45-4918 男子 平泳ぎ  50m

4部45-4919 男子 平泳ぎ 100m

窪田　博年      ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄｼ      4部45-4920 男子 自由形 100m

4部45-4921 男子 バタフライ 100m

4部45-4922 男子 個人メドレー 200m

五十﨑陽二      ｲｶｻﾞｷ ﾖｳｼﾞ     3部40-4423 男子 自由形  50m

3部40-4424 男子 自由形 100m

3部40-4425 男子 バタフライ  50m

山本　将史      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ       3部40-4426 男子 自由形  50m

3部40-4427 男子 バタフライ  50m

大福　陽介      ｵｵﾌｸ ﾖｳｽｹ      3部40-4428 男子 背泳ぎ  50m リー保内

3部40-4429 男子 平泳ぎ  50m リー保内

3部40-4430 男子 平泳ぎ 100m リー保内

筒井　良明      ﾂﾂｲ ﾖｼｱｷ       2部35-3931 男子 自由形  50m

松本眞理子      ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘｺ       7部60-6432 女子 自由形  50m

7部60-6433 女子 平泳ぎ  50m

橋本　和子      ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ      7部60-6434 女子 自由形  50m

7部60-6435 女子 バタフライ  50m

宮内さよ子      ﾐﾔｳﾁ ｻﾖｺ       6部55-5936 女子 自由形 100m

福島　智子      ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｺ       6部55-5937 女子 背泳ぎ  50m

6部55-5938 女子 背泳ぎ 100m

只信ルミ子      ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ ﾙﾐｺ     6部55-5939 女子 自由形  50m

6部55-5940 女子 バタフライ  50m

6部55-5941 女子 個人メドレー 200m

山本　清美      ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ       5部50-5442 女子 自由形 100m

5部50-5443 女子 バタフライ 100m

5部50-5444 女子 個人メドレー 200m

白石　　望      ｼﾗｲｼ ﾉｿﾞﾐ      4部45-4945 女子 バタフライ  50m

4部45-4946 女子 バタフライ 100m

岡村　ルミ      ｵｶﾑﾗ ﾙﾐ        4部45-4947 女子 自由形  50m

4部45-4948 女子 自由形 100m

4部45-4949 女子 バタフライ  50m

矢野しおり      ﾔﾉ ｼｵﾘ         3部40-4450 女子 自由形  50m
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愛　媛          
性別: 申込種目: 所属並記:

矢野しおり      ﾔﾉ ｼｵﾘ         3部40-4451 女子 自由形 100m

3部40-4452 女子 背泳ぎ 100m

石原智由希      ｲｼﾊﾗ ﾁﾕｷ       3部40-4453 女子 背泳ぎ  50m

3部40-4454 女子 バタフライ 100m

3部40-4455 女子 個人メドレー 200m

柳瀬　光沙      ﾔﾅｾ ﾐｻ         2部35-3956 女子 自由形 100m

2部35-3957 女子 バタフライ  50m

2部35-3958 女子 バタフライ 100m

3999M
氏名: カナ: 区分:No.:

高　知          
性別: 申込種目: 所属並記:

中西　清二      ﾅｶﾆｼ ｾｲｼﾞ      9部70-741 男子 自由形  50m

9部70-742 男子 個人メドレー 200m

長谷部博則      ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ      7部60-643 男子 個人メドレー 200m

田辺　英幸      ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ     6部55-594 男子 バタフライ  50m

6部55-595 男子 バタフライ 100m

吉川彰二郎      ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ   5部50-546 男子 自由形  50m

5部50-547 男子 自由形 100m

5部50-548 男子 個人メドレー 200m

都築あつ子      ﾂﾂﾞﾞｷ ｱﾂｺ      9部70-749 女子 背泳ぎ  50m

9部70-7410 女子 背泳ぎ 100m

9部70-7411 女子 個人メドレー 200m

堤　　初恵      ﾂﾂﾐ ﾊﾂｴ        8部65-6912 女子 自由形  50m

8部65-6913 女子 自由形 100m

小笠原由紀      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｷ      7部60-6414 女子 自由形  50m

7部60-6415 女子 自由形 100m

島村　笑子      ｼﾏﾑﾗ ｴﾐｺ       5部50-5416 女子 自由形  50m

5部50-5417 女子 自由形 100m

大原　由衣      ｵｵﾊﾗ ﾕｲ        1部30-3418 女子 自由形  50m

1部30-3419 女子 自由形 100m

40Z01
氏名: カナ: 区分:No.:

福　岡          
性別: 申込種目: 所属並記:

岩本　誠治      ｲﾜﾓﾄ ｾｲｼﾞ      7部60-641 男子 背泳ぎ  50m

7部60-642 男子 背泳ぎ 100m

7部60-643 男子 バタフライ  50m

宮本　知枝      ﾐﾔﾓﾄ ﾁｴ        5部50-544 女子 自由形  50m

5部50-545 女子 平泳ぎ  50m

5部50-546 女子 平泳ぎ 100m

42ZYX
氏名: カナ: 区分:No.:

長　崎          
性別: 申込種目: 所属並記:

矢野　一彦      ﾔﾉ ｶｽﾞﾋｺ       5部50-541 男子 バタフライ  50m

芳司　　修      ﾎｳｼ ｵｻﾑ        4部45-492 男子 平泳ぎ  50m

植田　康平      ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ      3部40-443 男子 背泳ぎ  50m

中村　隆彦      ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｺ      2部35-394 男子 バタフライ  50m

原口　直樹      ﾊﾗｸﾞﾁ ﾅｵｷ      2部35-395 男子 平泳ぎ 100m

2部35-396 男子 個人メドレー 200m

松尾　勇輔      ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ       2部35-397 男子 背泳ぎ 100m
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43F01
氏名: カナ: 区分:No.:

熊　本          
性別: 申込種目: 所属並記:

入江　和也      ｲﾘｴ ｶｽﾞﾔ       8部65-691 男子 自由形 100m

8部65-692 男子 バタフライ  50m

山川　洋一      ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｲﾁ      6部55-593 男子 自由形  50m

6部55-594 男子 バタフライ  50m

6部55-595 男子 バタフライ 100m

春木　正和      ﾊﾙｷ ﾏｻｶｽﾞ      5部50-546 男子 自由形  50m ホンダ熊本

5部50-547 男子 平泳ぎ 100m ホンダ熊本

中馬　東彦      ﾁｭｳﾏ ﾊﾙﾋｺ      4部45-498 男子 バタフライ  50m

4部45-499 男子 バタフライ 100m

中川　博文      ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ     3部40-4410 男子 自由形  50m

3部40-4411 男子 自由形 100m

3部40-4412 男子 バタフライ 100m

免田　英郎      ﾒﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ      2部35-3913 男子 自由形  50m

2部35-3914 男子 平泳ぎ  50m

米加田　愛      ﾒｶﾀﾞ ｱｲ        6部55-5915 女子 自由形  50m

6部55-5916 女子 自由形 100m

大塚二美恵      ｵｵﾂｶ ﾌﾐｴ       2部35-3917 女子 自由形 100m ホンダ熊本

2部35-3918 女子 バタフライ  50m ホンダ熊本

2部35-3919 女子 バタフライ 100m ホンダ熊本
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44Y01
氏名: カナ: 区分:No.:

大　分          
性別: 申込種目: 所属並記:

織田　秀正      ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ      7部60-641 男子 平泳ぎ  50m 日本製鉄大分

7部60-642 男子 平泳ぎ 100m 日本製鉄大分

後藤喜代孝      ｺﾞﾄｳ ｷﾖﾀｶ      7部60-643 男子 バタフライ  50m 日本製鉄大分

7部60-644 男子 バタフライ 100m 日本製鉄大分

安部　幸男      ｱﾍﾞ ﾕｷｵ        6部55-595 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

6部55-596 男子 背泳ぎ  50m 日本製鉄大分

6部55-597 男子 背泳ぎ 100m 日本製鉄大分

藤原日出和      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ   5部50-548 男子 バタフライ  50m

5部50-549 男子 バタフライ 100m

川野　昌宏      ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ       4部45-4910 男子 バタフライ  50m 日本製鉄大分

佐藤　宗久      ｻﾄｳ ﾑﾈﾋｻ       3部40-4411 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

3部40-4412 男子 バタフライ  50m 日本製鉄大分

3部40-4413 男子 バタフライ 100m 日本製鉄大分

清原　卓威      ｷﾖﾊﾗ ﾀｸｲ       3部40-4414 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

3部40-4415 男子 背泳ぎ  50m 日本製鉄大分

佐藤　由弥      ｻﾄｳ ﾕｳﾔ        2部35-3916 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

2部35-3917 男子 背泳ぎ  50m 日本製鉄大分

2部35-3918 男子 背泳ぎ 100m 日本製鉄大分

末松　一彦      ｽｴﾏﾂ ｶｽﾞﾋｺ     2部35-3919 男子 平泳ぎ  50m 大分市役所

2部35-3920 男子 平泳ぎ 100m 大分市役所

村上　太一      ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ       2部35-3921 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

2部35-3922 男子 背泳ぎ  50m 日本製鉄大分

2部35-3923 男子 背泳ぎ 100m 日本製鉄大分

佐藤　公彦      ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ       1部30-3424 男子 バタフライ  50m

1部30-3425 男子 バタフライ 100m

後藤幸一郎      ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ    1部30-3426 男子 自由形  50m 大分市役所

1部30-3427 男子 自由形 100m 大分市役所

坂梨　智将      ｻｶﾅｼ ﾄﾓﾏｻ      1部30-3428 男子 バタフライ  50m 大分市役所

1部30-3429 男子 バタフライ 100m 大分市役所

井澤　進也      ｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ       1部30-3430 男子 自由形  50m 日本製鉄大分

1部30-3431 男子 自由形 100m 日本製鉄大分

若狭　　俊      ﾜｶｻ ｼｭﾝ        1部30-3432 男子 バタフライ  50m 大分市役所

1部30-3433 男子 バタフライ 100m 大分市役所

三浦　直子      ﾐｳﾗ ﾅｵｺ        3部40-4434 女子 自由形  50m 日本製鉄大分

3部40-4435 女子 バタフライ  50m 日本製鉄大分

3部40-4436 女子 バタフライ 100m 日本製鉄大分

屋田みゆき      ﾔﾀﾞ ﾐﾕｷ        2部35-3937 女子 自由形  50m 日本製鉄大分

2部35-3938 女子 背泳ぎ  50m 日本製鉄大分

45AA1
氏名: カナ: 区分:No.:

宮　崎          
性別: 申込種目: 所属並記:

上口　将生      ｶﾐｸﾞﾁ ﾏｻｵ      4部45-491 男子 バタフライ  50m

4部45-492 男子 個人メドレー 200m

田﨑圭一郎      ﾀｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ     2部35-393 男子 自由形  50m

2部35-394 男子 自由形 100m
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46D01
氏名: カナ: 区分:No.:

鹿児島          
性別: 申込種目: 所属並記:

浅川　明弘      ｱｻｶﾜ ｱｷﾋﾛ      6部55-591 男子 背泳ぎ  50m

坂本　明子 ｻｶﾓﾄ ｱｷｺ 5部50-542 女子 背泳ぎ  50m

5部50-543 女子 バタフライ  50m

5部50-544 女子 バタフライ 100m

47S01
氏名: カナ: 区分:No.:

沖　縄          
性別: 申込種目: 所属並記:

久米　仁司      ｸﾒ ﾋﾄｼ         7部60-641 男子 自由形 100m

7部60-642 男子 バタフライ  50m

7部60-643 男子 バタフライ 100m
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