
No ⽒名 フリガナ 年齢 性別 都道府県 所属
301 丹野 匠翔 タンノ タクト 12 男⼦ ⼤阪府 HOS南千⾥
302 畠中 湊⼈ ハタナカ ミナト 12 男⼦ 岡⼭県 和気SC
303 萩原 治郎 ハギハラ ジロウ 13 男⼦ ⼤阪府 HOS南千⾥
304 松⼭ 育 マツヤマ イク 13 男⼦ ⼤阪府
305 阪本 爽⽻ サカモト ソウ 14 男⼦ ⼤阪府 JSSはびきの
306 ⻄垣 利喜 ニシガキ リキ 14 男⼦ ⼤阪府 JSSはびきの
351 ⽚⽮ 優花 カタヤ ユカ 15 ⼥⼦ ⼤阪府 ⼤阪⽔泳学校
307 嶋津 湧哉 シマヅ ユウヤ 17 男⼦ ⼤阪府 尾崎スイミング泉佐野校



No ⽒名 フリガナ 年齢 都道府県 所属
■１８〜２９歳

308 ⽯ 泰浩 セキ ヤスヒロ 19 ⼤阪府
309 杉本 健拓 スギモト タケヒロ 19 京都府
310 舩⽊ 敢⼤ フナキ カンタ 23 京都府
311 明⽯ ⼤輝 アカシ ダイキ 24 京都府 KU⽔球同好会
312 鈴⽊ 司 スズキ ツカサ 26 ⼤阪府

■３０〜３９歳
313 肥後 ⼀真 ヒゴ カズマ 32 ⼤阪府
314 新⽥ 隼也 ニッタ ジュンヤ 39 ⼤阪府

■４０〜４９歳
315 中平 憲作 ナカヒラ ケンサク 45 兵庫県
316 三柴 哲也 ミシバ テツヤ 46 兵庫県
317 照屋 ⼈史 テルヤ ヒトシ 48 ⼤阪府 コナミ京橋
318 安藤 昌樹 アンドウ マサキ 48 兵庫県 やまの鍼灸整⾻院
319 椿井 教郎 ツバイ ノリオ 49 ⼤阪府

■５０〜５９歳
320 今村 徹 イマムラ トオル 50 兵庫県 アクトス明⽯⼤蔵リゾート
321 岡崎 満 オカザキ ミツル 50 京都府
322 上⽉ 研⼀ コウヅキ ケンイチ 51 兵庫県
323 藤本 幸博 フジモト ユキヒロ 52 ⼤阪府
324 岸⽥ 義⼈ キシダ ヨシト 53 ⼤阪府
325 内⼭ 好申 ウチヤマ ヨシノブ 53 ⼤阪府
326 ⼩林 弘法 コバヤシ ヒロノリ 53 ⼤阪府
327 ⻄應 和伸 ニシオウ カズノブ 54 ⾹川県 さくら塾プラス
328 ⻑岡 廉彦 ナガオカ ヤスヒコ 54 奈良県
329 上野 隆範 ウエノ タカノリ 55 ⼤阪府
330 ⾚坂 博寿 アカサカ ヒロトシ 56 島根県 松江AC
331 松本 英樹 マツモト ヒデキ 59 ⼤阪府
372 藤澤 崇 フジサワ タカシ 53 東京都 葉⽔会

■６０〜６９歳
332 的⽻ 幸洋 マトバ ユキヒロ 62 ⼤阪府
333 井⼾ 正幸 イド マサユキ 62 ⼤阪府
334 ⼩野 久男 オノ ヒサオ 63 ⼤阪府
335 豊岡 満男 トヨオカ ミツオ 63 京都府
336 坂倉 浩 サカクラ ヒロシ 65 神奈川県
337 ⼿塚 修 テヅカ オサム 66 兵庫県 アクトス明⽯
338 栗本 孝男 クリモト タカオ 69 徳島県
339 島 晃 シマ アキラ 69 東京都 オーシャンナビ
340 菊地 秀⾏ キクチ ヒデユキ 69 京都府



No ⽒名 フリガナ 年齢 都道府県 所属
■１８〜２９歳

352 梅⽥ 光乃 ウメダ アキノ 29 ⼤阪府
■３０〜３９歳

353 仲⽥ 真実 ナカダ マミ 33 東京都
358 藤浪 優 フジナミ ユウ 37 兵庫県
359 仲宗根 由美 ナカソネ ユミ 38 ⼤阪府

■４０〜４９歳
354 ⼩南 京⼦ コミナミ キョウコ 42 兵庫県
360 ⼩池 育代 オイケ イクヨ 45 ⼤阪府
361 篠⽥ 奈々 シノダ ナナ 46 千葉県 オーシャン・ナビ
362 ⾠已 晶 タツミ アキ 49 奈良県

■５０〜５９歳
355 ⾼⽥ 伸⼦ タカタ ノブコ 50 兵庫県 アクトス明⽯⼤蔵リゾート
363 廣川 久⼦ ヒロカワ ヒサコ 50 ⼤阪府
364 坪井 直⼦ ツボイ ナオコ 52 奈良県
365 ⽚岡 早苗 カタオカ サナエ 52 東京都
371 ⽶沢 美穂 ヨネザワ ミホ 52 東京都 オーシャンナビ
356 永松 晶⼦ ナガマツ ショウコ 53 ⼤阪府 泉南⽔泳協会
366 ⾕澤政枝 タニザワマサエ 54 京都府 げんごろう⻑岡京
367 久納 園代 クノウ ソノヨ 55 ⼤阪府
368 今井 千恵⼦ イマイ チエコ 56 ⼤阪府 ⼤道AC

■６０〜６９歳
357 南 浩⼦ ミナミ ヒロコ 60 東京都 オーシャンナビ
369 藤浪 奈加⼦ フジナミ ナガコ 60 兵庫県
370 中野 しのぶ ナカノ シノブ 63 和歌⼭県 チームふむりん


