
第　８回 田辺　千里 (大　正)　 三谷　和代 (千　里) 第３９回 小西　千年 (ST関西) 太居　令子 (奈　良)

第　９回 阪谷　忠彦 (藤井寺) 栗田美沙子 (藤井寺) 第４０回 圷　　一長 (チボリ) 石川　春美 (Ｇ　Ｃ)

第１０回 中村　健一 (チボリ) 松本　悦子 (奈　良) 第４１回 岡村　康信 (パティオ) 安田乃扶子 (Ｇ　Ｃ)

第１１回 小西　千年 (千　里) 重松　茂子 (パティオ) 第４２回 田嶋　俊雄 (おおとり) 広瀬カヤ子 (おおとり)

第１２回 笹岡　松雄 (タナベ) 安田乃扶子 (Ｇ　Ｃ) 第４３回 山岡　拓馬 (大　正)　 北山　久子 (パティオ)

第１３回 植田　迪男 (千　里) 葉室三千子 (おおとり) 第４４回 梅本　雅一 (大　正)　 岸本知恵子 (千　里)

第１４回 山田　豊城 (パティオ) 熱田真知子 (千　里) 第４５回 藤本　恒之 (リーズAC) 中島　信子 (ＳＴＥＰ)

第１５回 横沢　　賢 (奈　良) 村上　敏子 (奈　良) 第４６回 長戸　敬介 (チボリ) 佐伯　淑子 (アイマーレ)

第１６回 二宮　正親 (パティオ) 福井　秀子 (おおとり) 第４７回 竹原　　剛 (Ｓ･パティオ) 藤井　貞子 (チボリ)

第１７回 玉木　三次 (Ｇ　Ｃ) 山本　康子 (奈　良) 第４８回 細山田多生 (大　正)　 米田紀代子 (おおとり)

第１８回 田嶋　俊雄 (おおとり) 野崎　清子 (千　里) 第４９回 山下　祥次 (ＳＴＥＰ) 吉田　美保 (千　里)

第１９回 三宅　二郎 (パティオ) 広瀬カヤ子 (おおとり) 第５０回 山口　嘉久 (リーズAC) 杉浦　裕子 (チボリ)

第２０回 門屋　照一 (チボリ) 浦上　弓子 (奈　良) 第５１回 明部　洋明 (Ｓ･パティオ) 木村　文子 (アイマーレ)

第２１回 今西　　明 (パティオ) 伊藤　和子 (千　里) 第５２回 辻　　憲昭 (Ｓ･パティオ) 谷本登代美 (五日市)

第２２回 林　　克哉 (パティオ) 森本　清子 (Ｇ　Ｃ) 第５３回 西山　　志 (Ｓ･パティオ) 國吉　美帆 (おおとり)

第２３回 林田　幸之 (パティオ) 沼田貴美子 (パティオ) 第５４回 山本　浩路 (コープＳＣ) 森本　良子 (パティオ)

第２４回 広本　達郎 (おおとり) 八尋　玲子 (リ　ノ) 第５５回 東　　徹弥 (コープＳＣ) 梅田　静江 (Ｇ　Ｃ)

第２５回 圷　　一長 (チボリ) 北山　久子 (パティオ) 第５６回 青木　義昭 (奈　良) 藤本　玲子 (チボリ)

第２６回 岡部　　豪 (パティオ) 橋本　恵美 (チボリ) 第５７回 前川　和男（パティオ)(パティオ) 長瀬　純子 (コープＳＣ)

第２７回 吉本　道雄 (Ｇ　Ｃ) 中島　清子 (奈　良) 第５８回 金本　利春（千　　里）(千　里) 石橋　直美 (藤井寺)

第２８回 中谷　　等 (千　里) 梶原　和子 (ＳＴＥＰ) 第５９回 阪谷　忠彦（ＳＴ藤井寺）(藤井寺) 前田　由衣 (パティオ)

第２９回 西口　幸仁 (京　阪) 堀本　詠子 (大　正)　 第６０回 種村　能次（奈良ＳＴ）(奈　良) 赤滝　芳子 (藤井寺)

第３０回 田中　裕紀 (千　里) 三島　宏子 (藤井寺) 第６１回 中谷　　等 (千　里) 内海　慶子 (リーズAC)

第３１回 宮田　和紀 (Ｇ　Ｃ) 清家智与美 (千　里) 第６２回 保田　金治 (千　里) 藤田　至帆 (リーズAC)

第３２回 西谷　知也 (大　正)　 広岡夫佐子 (ＳＴＥＰ) 第６３回 林　　尋康 (おおとり) 湯谷　夏絵 (パティオ)

第３３回 中尾　　強 (Ｇ　Ｃ) 松尾　恵子 (パティオ) 第６４回 品川　光明 (パティオ) 荻田智恵子 (Ｇ　Ｃ)

第３４回 横山　教記 (奈　良) 高橋明日香 (チボリ) 第６５回 猪熊　守彦 (パティオ) 大崎千代美 (千　里)

第３５回 阪谷　忠彦 (藤井寺) 若林実枝子 (チボリ) 第６６回 岩佐　敏行 (パティオ) 中川　和子 (タナベ)

第３６回 今村　憲司 (藤井寺) 内海　慶子 (京　阪) 第６７回 今村　憲司 (藤井寺) 石川　春美 (ＳＴＥＰ)

第３７回 柳田　行雄 (チボリ) 三島　宏子 (藤井寺) 第６８回 辻本　　潤 (Ｇ　Ｃ) 植村　栄子 (パティオ)

第３８回 横山　教記 (奈　良) 葉室三千子 (おおとり) 第６９回 片村　忠雄 (パティオ) 原沢　典子 (藤井寺)

全ての個人種目出場者を対象として、男子１名女子１名のベストマスターズ賞を設定する。
☆ベストマスターズ賞の選考は、マスターズ泳力資格表（日本ＳＣ協会指定）に基づき選出する。
☆マスターズ泳力資格級の点数合計の多い者を選出する。
☆合計点数が同じ場合(２人以上)、また出場種目が違う場合は、生年月日により高年齢者を優先する。

男　　子 女　　子 男　　子 女　　子


