
320004 広島ＭＳＣ 富永　俊夫 130741 ザ・スター 古田　早容 280036 コナミ西宮 片山　徹 131046 獣ふれんず 佐藤　順子
130009 立川水協 寺崎　敏明 131046 獣ふれんず 佐藤　順子 320004 広島ＭＳＣ 富永　俊夫 131046 獣ふれんず 小山内　真佐代
320018 広島イルカ 服部　彊敬 131046 獣ふれんず 小山内　真佐代 320004 広島ＭＳＣ 分島　幸治 320004 広島ＭＳＣ 岩橋　綾
110037 海自下総 林　秀一 131046 獣ふれんず 鈴木　里美 130009 立川水協 寺崎　敏明 320004 広島ＭＳＣ 中尾　桂子
130202 みずほＳＣ 小森　啓司 131046 獣ふれんず 尾形　祐子 320018 広島イルカ 藤川　政志 320013 フィッタ高陽 山田　幸枝
150005 山梨峡東ＳＣ 鈴木　桂 131046 獣ふれんず 小柳　朗世 310023 岡山マンボウ 北山　峻 240082 三滝リバーズ 古田　志乃雅
130282 ヌオート 森田　千晴 131046 獣ふれんず 田中　久子 310023 岡山マンボウ 吉村　浩司 130984 ＦＯＣＵＳ 佐藤　貴恵子
210150 すいみょ 濱本　章裕 320004 広島ＭＳＣ 河添　英子 110037 海自下総 林　秀一 130232 セ・阿佐谷 棚網　恵理
190014 鰹競泳会 池谷　公士郎 320004 広島ＭＳＣ 中尾　桂子 150005 山梨峡東ＳＣ 鈴木　桂 130474 Ｓｔｙｌｅ１ 吉田　直美
130072 ストローク 櫻井　智和 320018 広島イルカ 浮田　陽子 270261 コスパ鶴見 岡本　光雄 320030 広島西風新都 日焼　美穂子
120292 プカぷか鯛 三僮　孝一 320056 広島市役所 末岡　真由 130011 東京ＳＣ 六本木　英高 330011 ＳＣＮＡＰ 小山田　京子
120292 プカぷか鯛 三浦　晃英 320013 フィッタ高陽 山田　幸枝 320030 広島西風新都 林　雅晴 060015 ライブ将監 小林　弘子
310047 ホワイトＷ 立石　誠 320013 フィッタ高陽 吉原　洋子 130282 ヌオート 森田　千晴 060015 ライブ将監 武田　かづ子
270252 コスパみのお 谷口　良介 320013 フィッタ高陽 坂本　敦子 290005 イトマン大和 中田　善規 060019 ＪＳＳ南光台 武藤　智子
130291 両国きんぎょ 清水　照久 320013 フィッタ高陽 山中　晴江 210150 すいみょ 濱本　章裕 290005 イトマン大和 重村　真琴
310037 ＯＳＫ 大森　紀六 270239 王様ペンギン 高木　恭子 310006 ＲＳＣ岡山 古田　敏尚 330018 アクス周南 野村　光子
280023 神鉄ＳＳ 田中　真 240082 三滝リバーズ 古田　志乃雅 320053 フィッタナタリー 佐伯　稔 320036 ＨＡＷＫＳ 栗　町子
270029 ゼオス泉佐野 浜崎　泰嗣 450015 トライアンフ 田中　尚美 130072 ストローク 櫻井　智和 320022 神辺ＳＰＣ 尾川　文子
130366 ル・石神井公園 舩野　哲夫 140125 コナミ陽光台 沼田　裕代 120292 プカぷか鯛 三僮　孝一 130291 両国きんぎょ 植田　雅美

130474 Ｓｔｙｌｅ１ 吉田　直美 280088 コナミ川西 今井　宏樹 130291 両国きんぎょ 深谷　里美
330011 ＳＣＮＡＰ 小山田　京子 320022 神辺ＳＰＣ 後藤　誠司 130291 両国きんぎょ 本澤　順子
060015 ライブ将監 小林　弘子 310047 ホワイトＷ 立石　誠 130625 ＥＤＧＥ 蛭川　紗月
060015 ライブ将監 武田　かづ子 270252 コスパみのお 谷口　良介 320026 広島シールズ 圓崎　知子
060015 ライブ将監 潮田　良子 131090 浦和３９ ＳＴ 鈴木　実 280043 グンゼＳＴ 諸島　啓子
060019 ＪＳＳ南光台 武藤　智子 320059 フィッタ坂 田崎　竜成 280043 グンゼＳＴ 永橋　始子
310006 ＲＳＣ岡山 清水　順子 320059 フィッタ坂 小谷　治 270313 ２ｂＦＩＳＨ 大川　晴美
320036 ＨＡＷＫＳ 栗　町子 450004 熊大しぶき会 中馬　東彦 320005 ダイクレＳＣ 兼貞　真美
210015 ハマスポ 椎橋　恵子 320026 広島シールズ 小林　康郎
130291 両国きんぎょ 植田　雅美 320026 広島シールズ 鈴木　英夫
130291 両国きんぎょ 深谷　里美 320026 広島シールズ 末本　正彦
220013 イトマン中村 藤本　美智恵 320026 広島シールズ 藤原　泰基
280043 グンゼＳＴ 諸島　啓子 280023 神鉄ＳＳ 田中　真
280043 グンゼＳＴ 永橋　始子 330029 モセキマスターズスイミング 安藤　昭彦
270029 ゼオス泉佐野 松本　友紀恵 260047 ＱＰ－Ｕ 豊田　律
320021 ＫＳＧ可部 杉山　智恵美 340028 ローンスター 鈴木　優章

130366 ル・石神井公園 舩野　哲夫
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