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男子10ｷﾛ

住　所

小田 俊平 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 00:30:381 A102 神戸市
瀬口 啓太 ｾｸﾞﾁ ｹｲﾀ 00:32:242 A104 伊丹市
中江 誠 ﾅｶｴ ﾏｺﾄ 00:33:113 A105 寝屋川市
藤 幸太郎 ﾌｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 00:33:204 A111 神戸市
土井 基裕 ﾄﾞｲ ﾓﾄﾋﾛ 00:33:425 A107 姫路市
平池 宏至 ﾋﾗｲｹ ﾋﾛｼ 00:33:456 A113 尼崎市
木村 友彦 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 00:34:237 A114 神戸市
津田 博貴 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 00:35:288 A115 大阪市
高田 大樹 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 00:35:399 A118 明石市
瀧頭 宏行 ﾀｷｶﾞｼﾗ ﾋﾛﾕｷ 00:35:3910 A120 札幌市
都築 良太 ﾂﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀ 00:36:0511 A123 伊丹市
浅田 英吾 ｱｻﾀﾞ ｴｲｺﾞ 00:36:2112 A121 豊岡市
福田 一志 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 00:36:3113 A112 高槻市
中里 嘉孝 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾀｶ 00:36:3114 A101 神戸市
山中 浩平 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ 00:36:3615 A148 神戸市
十倉 健男 ﾄｸﾗ ﾀｹｵ 00:36:5316 A198 神戸市
豊永 雄太 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 00:36:5517 A127 伊丹市
吉田 帆貴 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 00:37:0018 A109 姫路市
田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 00:37:0419 A135 西宮市
田村 望海 ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 00:37:0420 A138 名古屋市
山川 惇生 ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｷ 00:37:1821 A126 神戸市
松原 史哲 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｱｷ 00:37:2422 A125 神戸市
石橋 龍一 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｭｳｲﾁ 00:37:2823 A144 明石市
武田 祐樹 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 00:37:2924 A143 神戸市
高岡 春幸 ﾀｶｵｶ ﾊﾙﾕｷ 00:37:3425 A132 藤井寺市
江頭 裕也 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳﾔ 00:37:4326 A139 神戸市
森田 清隆 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ 00:37:5027 A159 寝屋川市
田中 佑磨 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 00:37:5128 A216 国分寺市
前山 和敏 ﾏｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 00:37:5629 A170 松原市
服部 僚一郎 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 00:37:5730 A244 大阪市
栗山 哲也 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾔ 00:38:0431 A142 大阪市
松下 良祐 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 00:38:0432 A201 西宮市
生田 怜大 ｲｸﾀ ﾚｵ 00:38:1533 A245 神戸市
奥村 啓基 ｵｸﾑﾗ ｹｲｷ 00:38:3434 D1394 神戸市
一瀬 正人 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾄ 00:38:4035 A140 神戸市
越智 信博 ｵﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 00:38:5036 A169 神戸市
林 元彦 ﾊﾔｼ ﾓﾄﾋｺ 00:39:0137 A141 京都市
荻野 優之 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 00:39:0238 A211 加古川市
坂本 憲一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 00:39:0839 A168 神戸市
千葉 晃弘 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 00:39:1440 A210 寝屋川市
加藤 久典 ｶﾄｳ ﾋｻﾉﾘ 00:39:1541 A275 宝塚市
西岡 竜治 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 00:39:1842 A203 洲本市
門脇 徹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ 00:39:2243 A136 富山市
伊藤 貴俊 ｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 00:39:2644 B486 長浜市
南藤 宏和 ﾅﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 00:39:3045 A171 奈良市
藤木 一平 ﾌｼﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 00:39:3246 A150 大阪市
田村 修治 ﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 00:39:4547 A128 西宮市
道木 宏明 ﾄﾞｳｷﾞ ﾋﾛｱｷ 00:39:5048 A108 坂井市
森田 崇聖 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾏｻ 00:40:1049 A137 神戸市
今西 尚嗣 ｲﾏﾆｼ ﾋｻｼ 00:40:1050 A163 枚方市
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辻 正博 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 00:40:1051 A176 川西市
長澤 諒 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ 00:40:1552 B358 西宮市
畑中 聡 ﾊﾀﾅｶ ｻﾄｼ 00:40:2553 A253 生駒郡
満田 秀幸 ﾐﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 00:40:2654 A187 明石市
田嶋 宏邦 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｸﾆ 00:40:3755 D1390 小松市
小川 裕 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 00:40:3756 A172 相生市
小南 貴彦 ｺﾐﾅﾐ ﾀｶﾋｺ 00:40:3957 A207 芦屋市
森脇 稔 ﾓﾘﾜｷ ﾐﾉﾙ 00:40:4558 B308 大阪市
近藤 裕二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 00:40:4559 A145 尼崎市
中島 智之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 00:40:4860 A119 伊丹市
浅田 元 ｱｻﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 00:40:5561 A218 大阪市
上平 和政 ｳｴﾋﾗ ｶｽﾞﾏｻ 00:40:5762 A256 守口市
深海 守之 ﾌｶﾐ ﾓﾘﾕｷ 00:41:0463 A162 吹田市
天満 宏之 ﾃﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 00:41:0764 A154 宝塚市
松田 彰康 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾙﾔｽ 00:41:0765 A200 芦屋市
熊野 彰 ｸﾏﾉ ｱｷﾗ 00:41:0966 A131 神戸市
森本 啓太 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀ 00:41:2667 A182 西宮市
西山 功二 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 00:41:2768 A229 明石市
小野寺 洋二 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳｼﾞ 00:41:3269 D1401 東京都北
大東 雅弥 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏｻﾔ 00:41:3670 D967 伊丹市
夏川 雅宜 ﾅﾂｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 00:41:4171 A190 尼崎市
木下 雅士 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｼ 00:41:4272 B387 芦屋市
近藤 圭 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 00:41:5273 B400 富田林市
中西 毅 ﾅｶﾆｼ ﾂﾖｼ 00:41:5374 A153 神戸市
馬谷 賢太郎 ｳﾏﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 00:41:5575 A219 大阪市
中村 健治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 00:41:5776 A116 草津市
山中 純次 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 00:41:5877 A254 大阪市
田中 勇司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 00:42:0078 A146 西宮市
松本 典朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 00:42:0179 A221 茨木市
河井 和弘 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ 00:42:0580 A223 堺市
川端 利明 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼｱｷ 00:42:1181 A183 美方郡
木村 茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 00:42:1182 A158 明石市
西 康浩 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 00:42:1383 A117 西宮市
小堺 淳 ｺｻﾞｶｲ ｱﾂｼ 00:42:1884 A230 明石市
桁山 大輔 ｹﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 00:42:1885 A227 西宮市
東 浩三 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ 00:42:1986 A243 羽曳野市
岡 善之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 00:42:2187 A234 西宮市
泉 宏訓 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｸﾆ 00:42:2288 A206 川西市
西川 憂樹 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 00:42:2689 A147 伊丹市
三原 謙二 ﾐﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 00:42:2790 A157 高石市
山本 創 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ 00:42:3991 A177 神戸市
中村 将之 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 00:42:4592 A232 西宮市
浅見 敏彦 ｱｻﾐ ﾄｼﾋｺ 00:42:4693 A161 尼崎市
藤本 勇介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 00:42:4794 A151 神戸市
中田 博徳 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ 00:42:4895 A228 橿原市
増田 真之 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 00:42:5696 A129 堺市
寺岡 宏 ﾃﾗｵｶ ﾋﾛｼ 00:43:0197 A226 神戸市
花市 祐介 ﾊﾅｲﾁ ﾕｳｽｹ 00:43:0198 A160 八幡市
山本 顕司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 00:43:0999 A252 泉南市
吉形 健二 ﾖｼｶﾀ ｹﾝｼﾞ 00:43:14100 A272 神戸市
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鎌苅 芳浩 ｶﾏｶﾘ ﾖｼﾋﾛ 00:43:20101 B396 堺市
寺岸 洋季 ﾃﾗｷﾞｼ ﾋﾛｷ 00:43:22102 A222 堺市
市川 暢也 ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞﾔ 00:43:35103 B410 宝塚市
味喜　研介 ﾐｷ ｹﾝｽｹ 00:43:39104 B331 岸和田市
武 吉輝 ﾀｹ ﾖｼﾃﾙ 00:43:39105 A175 西宮市
蓮池 浩亨 ﾊｽｲｹ ﾋﾛﾕｷ 00:43:42106 A166 明石市
坪田 峰志 ﾂﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 00:43:43107 A149 尼崎市
長田 尚介 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｽｹ 00:43:51108 B533 神戸市
新坂上 朝也 ｼﾝｻｶｳｴ ﾄﾓﾔ 00:44:02109 A251 西宮市
渡邉 卓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｸﾞﾙ 00:44:04110 C810 大阪市
渡部 淳郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｵ 00:44:07111 A193 大阪市
北田 智 ｷﾀﾀﾞ ｻﾄｼ 00:44:09112 A257 神戸市
西尾 勝 ﾆｼｵ ﾏｻﾙ 00:44:09113 A248 神戸市
大庭 淳一 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 00:44:14114 A231 西宮市
山﨑 元輝 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 00:44:17115 A204 神戸市
南埜 一 ﾐﾅﾐﾉ ﾊｼﾞﾒ 00:44:19116 B393 阪南市
いりせびちうす ｲﾘｾﾋﾞﾁｳｽ ﾕｽﾁ 00:44:20117 B328 神戸市
夏目 晴夫 ﾅﾂﾒ ﾊﾙｵ 00:44:30118 A274 神戸市
田淵 浩史 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 00:44:39119 B307 池田市
西 達也 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 00:44:42120 A290 大阪市
加藤 顕 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 00:44:44121 A265 吹田市
橋野 裕次 ﾊｼﾉ ﾋﾛｼﾞ 00:44:45122 A249 川西市
深川 大地 ﾌｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 00:44:48123 A279 尼崎市
鈴木 貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 00:44:50124 B302 神戸市
吉川 和宏 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 00:44:56125 B339 大津市
宮前 治広 ﾐﾔﾏｴ ﾉﾌﾞﾋﾛ 00:44:58126 B323 西宮市
木下 和哉 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾔ 00:45:00127 B365 交野市
中山 勝 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾙ 00:45:14128 A271 守口市
枳穀 真和 ｷｺｸ ﾏｻｶｽﾞ 00:45:17129 C819 西宮市
岡本 柊志 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 00:45:20130 B571 神戸市
Ｊａｃｏｂｓ  Ｊｏｅ ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ ｼﾞｮｰ 00:45:31131 A238 西宮市
鳥生 義樹 ﾄﾘｭｳ ﾖｼｷ 00:45:33132 B402 阪南市
内田 憲司 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼ 00:45:41133 B392 大阪市
尾崎 高司 ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 00:45:50134 B436 芦屋市
多田 和広 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 00:45:58135 B475 神戸市
糸井 博志 ｲﾄｲ ﾋﾛｼ 00:45:59136 D1060 尼崎市
古賀 祐一 ｺｶﾞ ﾕｳｲﾁ 00:46:01137 B305 尼崎市
西ノ原 卓 ﾆｼﾉﾊﾗ ｽｸﾞﾙ 00:46:03138 A294 宝塚市
宇野 彰展 ｳﾉ ｱｷﾉﾌﾞ 00:46:07139 A181 大阪市
中尾 啓二 ﾅｶｵ ｹｲｼﾞ 00:46:15140 A214 芦屋市
南 典孝 ﾐﾅﾐ ﾉﾘﾀｶ 00:46:23141 B306 大阪市
藤原 潤 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 00:46:24142 A281 芦屋市
龍崎 能之 ﾀﾂｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 00:46:24143 B457 尼崎市
安部 光弘 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 00:46:25144 A287 西宮市
渡川 誠 ｵﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 00:46:25145 D934 芦屋市
芦田 雅明 ｱｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ 00:46:25146 D1250 宝塚市
谷沢 淳 ﾀﾆｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 00:46:27147 A194 箕面市
矢野 晴久 ﾔﾉ ﾊﾙﾋｻ 00:46:28148 A296 高石市
船戸 弘輝 ﾌﾅﾄ ｺｳｷ 00:46:31149 D971 神戸市
生嶋 圭二 ｲｸｼﾏ ｹｲｼﾞ 00:46:41150 A270 大阪市
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向井 智和 ﾑｶｲ ﾄﾓｶｽﾞ 00:46:41151 B592 川西市
笹野 寛司 ｻｻﾉ ｶﾝｼﾞ 00:46:42152 A233 東大阪市
庄司 雅也 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾔ 00:46:42153 B325 神戸市
野田 健登 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾄ 00:46:45154 D957 大阪市
九鬼 博義 ｸｷ ﾋﾛﾖｼ 00:46:46155 C694 川西市
田中 森 ﾀﾅｶ ﾓﾘ 00:46:49156 A278 芦屋市
大野 圭三 ｵｵﾉ ｹｲｿﾞｳ 00:46:50157 A191 神戸市
室町 律雄 ﾑﾛﾏﾁ ﾘﾂｵ 00:46:59158 A164 四日市
井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 00:47:00159 B448 大阪市
大田 祐司 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 00:47:01160 B357 大阪市
中道 一仁 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 00:47:03161 B317 尼崎市
那須 祥平 ﾅｽ ｼｮｳﾍｲ 00:47:13162 A250 西宮市
柏原 啓伸 ｶｼﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 00:47:19163 B333 吹田市
前田 晃志 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 00:47:23164 A184 芦屋市
長谷川 洋一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 00:47:23165 B481 神戸市
石丸 誠 ｲｼﾏﾙ ﾏｺﾄ 00:47:27166 B444 神戸市
小林 義史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 00:47:29167 A283 大阪市
大久保 友弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 00:47:35168 B349 寝屋川市
木﨑 義紘 ｷｻｷ ﾖｼﾋﾛ 00:47:39169 A235 西宮市
宮田 了一 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳｲﾁ 00:47:39170 C651 西宮市
島田 充裕 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 00:47:40171 A276 大阪市
中野 翔 ﾅｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 00:47:45172 A209 吹田市
中司 裕教 ﾅｶﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 00:47:47173 B447 東京都世
吉崎 健 ﾖｼｻﾞｷ ｹﾝ 00:47:53174 A295 池田市
奥田 智彦 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 00:47:56175 A262 神戸市
畠中 洋一 ﾊﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ 00:47:57176 B399 和泉市
宇都宮 誠一 ｳﾂﾉﾐﾔ ｾｲｲﾁ 00:48:00177 B489 大阪市
吉本 幸司 ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 00:48:02178 A277 神戸市
西宮 馨 ﾆｼﾐﾔ ｶｵﾙ 00:48:07179 B327 西宮市
高橋 慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 00:48:17180 B488 神戸市
山本 航輝 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 00:48:19181 B561 西宮市
平加 知也 ﾋﾗｶ ﾄﾓﾔ 00:48:19182 A185 西宮市
西田 崇章 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ 00:48:22183 C816 西宮市
髙梨 智弘 ﾀｶﾅｼ ﾄﾓﾋﾛ 00:48:22184 D1229 大阪市
大野 友希 ｵｵﾉ ﾕｳｷ 00:48:22185 C837 加古川市
破田野 晴司 ﾊﾀﾉ ｾｲｼﾞ 00:48:26186 B354 都城市
安田 圭一 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ 00:48:27187 B456 神戸市
武輪 正志 ﾀｹﾜ ﾏｻｼ 00:48:27188 B390 豊中市
大城　剛志 ｵｵｼﾛ ﾂﾖｼ 00:48:27189 B491 豊中市
石島 勇治 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 00:48:31190 B359 大津市
神代 淳夫 ｸﾏｼﾛ ｱﾂｵ 00:48:34191 A267 西宮市
玉谷 直之 ﾀﾏﾀﾆ ﾅｵﾕｷ 00:48:34192 A178 大阪市
中平 和義 ﾅｶﾋﾗ ｶｽﾞﾖｼ 00:48:35193 C612 芦屋市
坪井 建治 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾞ 00:48:42194 C814 神戸市
廣垣 正治 ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 00:48:44195 B516 津市
菱井 義之 ﾋｼｲ ﾖｼﾕｷ 00:48:47196 C660 西宮市
松下 昇平 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 00:48:47197 B446 摂津市
伊藤 覚 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 00:48:49198 C854 神戸市
菊見　洋 ｷｸﾐ ﾋﾛｼ 00:48:49199 B329 吹田市
福山 大作 ﾌｸﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ 00:48:51200 B310 吹田市
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番匠 俊行 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 00:48:53201 B375 西宮市
鈴木 直幹 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐｷ 00:49:00202 D1379 西宮市
居垣 充博 ｲｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 00:49:01203 A273 揖保郡
清田 浩平 ｷﾖﾀ ｺｳﾍｲ 00:49:03204 B467 西宮市
関 真規人 ｾｷ ﾏｷﾄ 00:49:06205 B332 尼崎市
黒崎 淳 ｸﾛｻｷ ｼﾞｭﾝ 00:49:10206 D984 藤井寺市
新谷 義則 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ 00:49:16207 A280 神戸市
榎本 弘 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 00:49:17208 B371 尼崎市
北岡 知也 ｷﾀｵｶ ﾄﾓﾔ 00:49:28209 B470 豊中市
山本 知之 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 00:49:31210 B469 神戸市
笠井 康喜 ｶｻｲ ﾔｽｷ 00:49:33211 B381 大阪市
岡田 敏雄 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ 00:49:34212 D939 芦屋市
森田 大地 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 00:49:37213 A282 大阪市
辰巳 厚介 ﾀﾂﾐ ｺｳｽｹ 00:49:37214 B526 北葛城郡
巌本 元気 ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 00:49:39215 B570 宝塚市
西 将司 ﾆｼ ﾏｻｼ 00:49:39216 A258 大阪市
松村 秀文 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ 00:49:44217 B309 富田林市
山中 聡 ﾔﾏﾅｶ ｻﾄｼ 00:49:44218 B380 茨木市
福山 正幸 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 00:49:44219 B356 丹波篠山
三宅 文彦 ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ 00:49:51220 B471 尼崎市
山本 慎二 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 00:49:52221 B559 芦屋市
松本 健志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 00:49:53222 B534 枚方市
武田 俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 00:49:57223 B311 神戸市
上野 宏樹 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 00:49:58224 C677 寝屋川市
松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 00:50:08225 B314 姫路市
松永 康宏 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 00:50:10226 B529 堺市
竹上 裕大 ﾀｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 00:50:15227 B485 尼崎市
濱田 卓也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 00:50:16228 C798 吹田市
谷尻 良太 ﾀﾆｼﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 00:50:26229 B373 西宮市
奥村 雅彦 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 00:50:27230 B453 京都市
田村　直樹 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 00:50:27231 D982 尼崎市
好本　拓也 ﾖｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 00:50:28232 B330 尼崎市
下村 嘉巳 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾐ 00:50:29233 B584 京都市
瀬川 祐樹 ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 00:50:29234 B440 神戸市
長谷川 浩一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 00:50:33235 D910 葛城市
荒木 守幸 ｱﾗｷ ﾓﾘﾕｷ 00:50:36236 B538 生駒市
谷畑 重夫 ﾀﾆﾊﾀ ｼｹﾞｵ 00:50:37237 A167 西宮市
宮野 哲 ﾐﾔﾉ ｻﾄｼ 00:50:41238 A186 西宮市
中西 宣行 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 00:50:41239 B385 大阪市
谷岡 慧一郎 ﾀﾆｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 00:50:42240 C842 芦屋市
中川 拓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 00:50:45241 B441 川辺郡
渋谷 宗幸 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾑﾈﾕｷ 00:50:47242 B517 明石市
国分 剛 ｺｸﾌﾞﾝ ﾂﾖｼ 00:50:49243 A180 神戸市
斉藤 康宏 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 00:50:49244 B458 大津市
大原 憲二 ｵｵﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 00:50:50245 B504 宝塚市
南 保 ﾐﾅﾐ ﾀﾓﾂ 00:50:51246 A285 高石市
川端　良明 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ 00:50:53247 B492  大阪市
池尻　英夫 ｲｹｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 00:50:57248 B493 岸和田市
金子 浩 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 00:50:58249 B439 西宮市
梅谷 直樹 ｳﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 00:51:00250 C780 大阪市
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水野 秀一 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 00:51:02251 B428 西宮市
大奈路 和磨 ｵｵﾅﾛ ｶｽﾞﾏ 00:51:03252 B313 神戸市
伊藤 秀朗 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 00:51:07253 B502 高槻市
山本 篤幸 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ 00:51:09254 B346 長岡京市
塚口 明寿 ﾂｶｸﾞﾁ ｱｷﾄｼ 00:51:16255 C687 神戸市
松川 幹雄 ﾏﾂｶﾜ ﾐｷｵ 00:51:17256 A269 芦屋市
平山 雄基 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 00:51:17257 B422 神戸市
西山 俊佑 ﾆｼﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 00:51:21258 C821 大阪市
関野 猛志 ｾｷﾉ ﾀｹｼ 00:51:26259 B408 大阪市
橋本 和晃 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 00:51:31260 A286 大阪市
小田原 新 ｵﾀﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ 00:51:40261 D1168 茨木市
秋山 久徳 ｱｷﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 00:51:41262 A195 富田林市
西宮 雅矢 ﾆｼﾐﾔ ﾏｻﾔ 00:51:42263 A264 神戸市
八木 厚 ﾔｷﾞ ｱﾂｼ 00:51:45264 B586 大阪市
川崎 武司 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ 00:51:46265 B459 東大阪市
中西 秀男 ﾅｶﾆｼ ﾋﾞﾃﾞｵ 00:51:46266 B364 丹波篠山
渡部 修司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 00:51:46267 B452 大阪市
草野 和博 ｸｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 00:51:48268 D914 神戸市
辻 泰隆 ﾂｼﾞ ﾔｽﾀｶ 00:51:50269 C867 豊中市
中村　 哲 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂ 00:51:50270 B497 西宮市
北村 和暉 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 00:51:50271 B423 西宮市
小原 幸紀 ｺﾊﾗ ﾕｷﾄｼ 00:51:51272 B484 芦屋市
中居 龍星 ﾅｶｲ ﾘｭｳｾｲ 00:51:53273 D1110 尼崎市
原田 和貴 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 00:51:53274 B437 西宮市
谷口 勇貴 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 00:51:54275 B487 堺市
荒木 厚雄 ｱﾗｷ ｱﾂｵ 00:51:54276 D928 神戸市
木村 真悟 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 00:52:02277 B350 伊丹市
西山 純史 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 00:52:03278 B468 神戸市
鳥飼 翔太 ﾄﾘｶｲ ｼｮｳﾀ 00:52:03279 B442 岸和田市
土井 真也 ﾄﾞｲ ｼﾝﾔ 00:52:06280 B528 広島市
渡辺 寛三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 00:52:07281 B360 西宮市
中嶌 秀憲 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 00:52:12282 D1149 岡山市
水野 浩志 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 00:52:16283 B500 豊中市
林 一人 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾄ 00:52:17284 B543 葛城市
星野 祐一 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁ 00:52:21285 B550 神戸市
笈西 洋三 ｵｲﾆｼ ﾖｳｿﾞｳ 00:52:25286 B503 西宮市
白星 純次 ｼﾗﾎｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 00:52:25287 A199 宝塚市
渡辺 伸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 00:52:26288 A247 西宮市
瀬上 健 ｾﾉｳｴ ﾀｹｼ 00:52:27289 C602 西宮市
井上 功 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ 00:52:30290 B438 神戸市
倉本 史彦 ｸﾗﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 00:52:32291 C601 松山市
上田 隆之 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 00:52:36292 A255 神戸市
青山 毅 ｱｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 00:52:36293 B465 大阪市
西澤 歩 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 00:52:37294 B596 大阪市
峰 勝利 ﾐﾈ ｶﾂﾄｼ 00:52:40295 C666 大阪市
片桐 佳輔 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ 00:52:41296 C685 大阪市
三谷 知弘 ﾐﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 00:52:42297 B476 橿原市
齋藤 潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 00:52:43298 B585 高槻市
山下 勝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾙ 00:52:46299 B567 西宮市
大崎 厚 ｵｵｻｷ ｱﾂｼ 00:52:47300 B315 西宮市
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酒井 浩次 ｻｶｲ ﾋﾛﾂｸﾞ 00:52:49301 D965 高槻市
阿部 幸一郎 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 00:52:53302 B341 大阪市
藤井 智啓 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 00:52:56303 A124 西宮市
森田 真喜 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 00:52:58304 D912 堺市
山田 勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 00:53:00305 B374 豊能郡
小川 澄雄 ｵｶﾞﾜ ｽﾐｵ 00:53:01306 C873 大阪市
徳村 斉亮 ﾄｸﾑﾗ ﾅﾘｱｷ 00:53:01307 C797 奈良市
齊藤 茂樹 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 00:53:07308 B524 大阪市
横井 真 ﾖｺｲ ﾏｺﾄ 00:53:09309 B510 京田辺市
橋本 健太 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 00:53:12310 B409 大阪市
久永 知秀 ﾋｻﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 00:53:12311 B578 芦屋市
川村 亘輝 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ 00:53:16312 C845 芦屋市
野坂 昇 ﾉｻｶ ﾉﾎﾞﾙ 00:53:19313 B535 木津川市
山下 暁史 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾌﾐ 00:53:19314 B536 生駒市
稲垣 泰輝 ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 00:53:26315 C870 大阪市
清水 彰人 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾄ 00:53:37316 D1402 武蔵野市
中村 俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 00:53:40317 D926 西宮市
井垣 馨 ｲｶﾞｷ ｶｵﾙ 00:53:41318 C622 神戸市
若野 日出夫 ﾜｶﾉ ﾋﾃﾞｵ 00:53:48319 B554 大阪市
小林 信義 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 00:53:50320 C872 茨木市
岡野 文彰 ｵｶﾉ ﾌﾐｱｷ 00:53:52321 B507 神戸市
宮ノ腰 孝雄 ﾐﾔﾉｺｼ ﾀｶｵ 00:53:55322 B565 豊中市
藤沢 勝久 ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾂﾋｻ 00:53:59323 C806 西宮市
村上 勉 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾄﾑ 00:54:01324 B579 三田市
内林 義治 ｳﾁﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ 00:54:02325 B509 京都市
横岩　邦彦 ﾖｺｲﾜ ｸﾆﾋｺ 00:54:12326 B496 西宮市
岸本 末広 ｷｼﾓﾄ ｽｴﾋﾛ 00:54:14327 B566 丹波篠山
水本 生樹 ﾐｽﾞﾓﾄ ｾｲｷ 00:54:14328 C885 西宮市
青谷 光男 ｱｵﾀﾆ ﾐﾂｵ 00:54:15329 C628 奈良市
鈴木 穣二 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 00:54:15330 D1388 大阪市
中西 太志 ﾅｶﾆｼ ﾌﾄｼ 00:54:20331 C653 芦屋市
高橋 龍生 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ 00:54:23332 B520 堺市
河野 真一 ｺｳﾉ ｼﾝｲﾁ 00:54:26333 B353 神戸市
合田 光徳 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 00:54:31334 B553 枚方市
齋藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 00:54:32335 B411 大阪市
仲 良和 ﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 00:54:33336 C898 神戸市
花本 俊寛 ﾊﾅﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 00:54:37337 C812 神戸市
中島 和弘 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 00:54:41338 B556 門真市
細田 茂雄 ﾎｿﾀﾞ ｼｹﾞｵ 00:54:45339 B537 枚方市
國司 務 ｸﾆｼ ﾂﾄﾑ 00:54:48340 C853 宝塚市
椿野 俊幸 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾄｼﾕｷ 00:54:49341 C650 神戸市
藤井 秀理 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 00:54:52342 D1286 神戸市
北井 伸尚 ｷﾀｲ ﾉﾌﾞﾋｻ 00:54:56343 D1133 西宮市
山村 昇 ﾔﾏﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 00:54:58344 B599 西宮市
三宅 宏 ﾐﾔｹ ﾋﾛｼ 00:54:59345 B368 神戸市
稲積 拓也 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 00:54:59346 D1167 神戸市
中川 稔啓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 00:55:00347 A289 吹田市
北嶋 信弘 ｷﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 00:55:02348 C639 吹田市
石宮 洋平 ｲｼﾐﾔ ﾖｳﾍｲ 00:55:02349 D1090 芦屋市
俣江 幸二 ﾏﾀｴ ｺｳｼﾞ 00:55:03350 D913 西宮市
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西川 昌信 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 00:55:04351 B395 大阪市
田中 伸二 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ 00:55:16352 B464 大阪市
多田 清隆 ﾀﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 00:55:19353 C710 神戸市
片山 洋至 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 00:55:21354 C855 大阪市
原田 泰仁 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 00:55:22355 D1068 宝塚市
中尾 優介 ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ 00:55:35356 B388 西宮市
吉永 耕平 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 00:55:42357 C860 明石市
長江 和仁 ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋﾄ 00:55:43358 D1395 尼崎市
岡 誠吾 ｵｶ ｾｲｺﾞ 00:55:44359 B597 神戸市
末谷 一郎 ｽｴﾀﾆ ｲﾁﾛｳ 00:55:46360 B549 芦屋市
野澤 裕和 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 00:55:47361 C702 神戸市
藤村 順一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 00:55:48362 B460 明石市
大江 和之 ｵｵｴ ｶｽﾞﾕｷ 00:55:52363 B557 生駒市
安井 浩司 ﾔｽｲ ｺｳｼﾞ 00:55:55364 C892 伊丹市
小西 徹 ｺﾆｼ ﾄｵﾙ 00:55:55365 D920 尼崎市
木原 真人 ｷﾊﾗ ﾏｻﾄ 00:55:57366 B574 神戸市
坪井 正治 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾊﾙ 00:56:00367 B383 神戸市
竹内 健一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ 00:56:10368 B541 西宮市
中村 由朗 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 00:56:12369 D938 西宮市
樋野 雅紀 ﾋﾉ ﾏｻｷ 00:56:13370 B594 大阪市
渡邊 智明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 00:56:14371 D998 神戸市
福島 良 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ 00:56:14372 D940 鳥取市
石崎友明 ｲｼｻﾞｷﾄﾓｱｷ 00:56:14373 D1102 神戸市
千間 隆志 ﾁﾏ ﾀｶｼ 00:56:15374 D959 岸和田市
天野 弘毅 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 00:56:16375 C815 芦屋市
安岡 厚 ﾔｽｵｶ ｱﾂｼ 00:56:16376 B345 大阪市
下條 雄三郎 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｻﾞﾌﾞ 00:56:17377 C686 大阪市
谷村 俊弥 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｼﾔ 00:56:18378 C784 芦屋市
秋山 友昭 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 00:56:19379 B412 富田林市
竹尾 昭宏 ﾀｹｵ ｱｷﾋﾛ 00:56:20380 C877 尼崎市
近藤 敏夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 00:56:24381 B376 大阪市
渡辺 達哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 00:56:30382 B530 明石市
藤戸 善啓 ﾌｼﾞﾄ ﾖｼﾋﾛ 00:56:34383 C783 神戸市
野口　隆朗 ﾉｸﾞﾁﾀｶｱｷ 00:56:35384 B495 尼崎市
秋野 晃佑 ｱｷﾉ ｺｳｽｹ 00:56:36385 C712 神戸市
小山内 正見 ｵｻﾅｲ ﾏｻﾐ 00:56:44386 A103 西宮市
中西 周二朗 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 00:56:46387 C820 大阪市
藤田 雄吾 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 00:56:48388 D906 明石市
峠 正敏 ﾄｳｹﾞ ﾏｻﾄｼ 00:56:53389 D908 神戸市
奥野 敏隆 ｵｸﾉ ﾄｼﾀｶ 00:56:54390 D1018 神戸市
鈴木 健夫 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 00:56:55391 C899 川西市
広里 光昭 ﾋﾛｻﾄ ﾐﾂｱｷ 00:56:57392 D995 大阪市
木原 康之 ｷﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 00:56:57393 B573 神戸市
郡山 俊昭 ｺｵﾘﾔﾏ ﾄｼｱｷ 00:56:58394 D901 神戸市
髙橋 弘暉 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 00:56:59395 C846 芦屋市
井上 浩一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 00:57:01396 D974 西宮市
菊谷 博志 ｷｸﾀﾆ ﾋﾛｼ 00:57:02397 B527 芦屋市
小西 英生 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞｵ 00:57:07398 D962 宝塚市
門谷 清 ｶﾄﾞﾔ ｷﾖｼ 00:57:08399 B580 神戸市
堀 省悟 ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ 00:57:09400 C861 神戸市
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河本 陽介 ｶﾜﾓﾄ ﾖｳｽｹ 00:57:10401 C880 芦屋市
富島 健二 ﾄﾐｼﾏ ｹﾝｼﾞ 00:57:10402 C707 神戸市
後藤 安史 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾌﾐ 00:57:11403 B551 神戸市
西高 哲司 ﾆｼﾀｶ ﾃﾂｼ 00:57:17404 D1145 神戸市
池田　精介　 ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 00:57:17405 D980  姫路市
大隅 祐人 ｵｵｽﾐ ﾕｳﾄ 00:57:22406 C799 大阪市
内藤 久徳 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ 00:57:28407 D1142 神戸市
尾野 拓磨 ｵﾉ ﾀｸﾏ 00:57:30408 B544 伊丹市
黒田 拓也 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾔ 00:57:30409 D923 姫路市
黒田 英樹 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 00:57:36410 B558 神戸市
上田 彰三 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 00:57:36411 B512 西宮市
佐藤 正己 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 00:57:37412 D1147 大阪市
上山 健一 ｳｴﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 00:57:40413 D947 神戸市
北村 一夫 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞｵ 00:57:43414 B560 大阪市
山田 伸二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 00:57:43415 C869 川西市
富山 正樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 00:57:45416 D933 大阪市
中井 博之 ﾅｶｲ ﾋﾛﾕｷ 00:57:46417 C627 神戸市
藤本 一成 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｯｾｲ 00:57:46418 A291 芦屋市
島本 道信 ｼﾏﾓﾄ ﾐﾁﾉﾌﾞ 00:57:48419 C603 三田市
中野 直樹 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 00:57:49420 C675 泉佐野市
角 恵司 ｶﾄﾞ ｹｲｼﾞ 00:57:51421 B430 芦屋市
神代 修 ｸﾏｼﾛ ｵｻﾑ 00:57:52422 D1274 大阪市
藤沢 勉 ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾄﾑ 00:57:53423 C626 東大阪市
柏原　昌貴 ｶｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 00:57:53424 D983 茨木市
松永 秀昭 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 00:57:56425 B482 大阪市
田中 隆之 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 00:57:58426 C671 高槻市
川畑 展之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 00:58:00427 D931 神戸市
渡邊 範人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾄ 00:58:11428 C775 神戸市
貝原 幸雄 ｶｲﾊﾞﾗ ﾕｷｵ 00:58:19429 C713 神戸市
堀井 隆司 ﾎﾘｲ ﾀｶｼ 00:58:20430 B600 西宮市
西田 伸司 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 00:58:20431 B394 大阪市
三浦 崇 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 00:58:21432 C629 松原市
古川 浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 00:58:24433 C766 神戸市
芦田 雅尚 ｱｼﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 00:58:27434 B379 宝塚市
中村 浩大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 00:58:29435 C894 加古川市
伊東　 達夫 ｲﾄｳ ﾀﾂｵ 00:58:30436 C771 大阪市
小西 善和 ｺﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ 00:58:31437 D1011 西宮市
住吉 睦生 ｽﾐﾖｼ ﾑﾂｵ 00:58:31438 D1029 京都市
平井 豊士 ﾋﾗｲ ﾄﾖｼ 00:58:32439 C681 守口市
原口 昌三 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 00:58:35440 D941 尼崎市
太田 兼輔 ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ 00:58:37441 B472 西宮市
宮脇 尚志 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ 00:58:40442 C868 京都市
髙田 卓 ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 00:58:41443 D1276 高槻市
後藤 市男 ｺﾞﾄｳ ｲﾁｵ 00:58:44444 C772 大阪市
Ｙａｔｅｓ Ｓｉｍｏｎ ｲｪｯﾂ ｻｲﾓﾝ 00:58:46445 B555 神戸市
大岡 教三 ｵｵｵｶ ｷｮｳｿﾞｳ 00:58:47446 C893 神戸市
吉田 純規 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 00:58:48447 D1095 西宮市
野木 孝一 ﾉｷﾞ ｺｳｲﾁ 00:58:51448 C633 伊丹市
大竹 恵 ｵｵﾀｹ ﾒｸﾞﾐ 00:58:52449 C811 茨木市
大西 善之 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾕｷ 00:58:52450 D1392 大阪市
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坂本 浩司 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 00:58:53451 D1107 大阪市
山本 邦夫 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｵ 00:58:57452 B542 神戸市
橘 孝幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾕｷ 00:59:00453 C688 加古川市
長船 弘 ｵｻﾌﾈ ﾋﾛｼ 00:59:00454 C640 豊中市
山下 和久 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ 00:59:04455 D1185 神戸市
中山 嘉智 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾄﾓ 00:59:05456 B443 芦屋市
巳波 一雄 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｵ 00:59:12457 D927 神戸市
市川 昭則 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾉﾘ 00:59:13458 B405 芦屋市
高田 尚紀 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 00:59:18459 D1109 神戸市
森岡 光樹 ﾓﾘｵｶ ｺｳｷ 00:59:18460 D1368 守口市
目黒 元之 ﾒｸﾞﾛ ﾓﾄﾕｷ 00:59:23461 C838 芦屋市
有田 次実 ｱﾘﾀ ﾂｸﾞﾐ 00:59:24462 D1144 神戸市
三木 幸一 ﾐｷ ｺｳｲﾁ 00:59:24463 C609 宝塚市
高橋 光男 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ 00:59:25464 B427 神戸市
小池 雄三 ｺｲｹ ﾕｳｿﾞｳ 00:59:25465 D1341 西宮市
岸本 真房 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 00:59:32466 C773 大阪市
箱木 靖広 ﾊｺｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 00:59:34467 C669 三田市
冨田 恭兵 ﾄﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ 00:59:39468 C895 尼崎市
山内 堅太 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀ 00:59:40469 D1173 高槻市
三輪 英紀 ﾐﾜ ﾋﾃﾞｷ 00:59:43470 C802 芦屋市
安田 隆一朗 ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 00:59:56471 C770 北葛城郡
斎本 将大 ｻｲﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 01:00:02472 C716 神戸市
上田 裕司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 01:00:06473 D1132 大阪市
小寺 慎一郎 ｺﾃﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 01:00:09474 D1331 西宮市
前田 篤秀 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾃﾞ 01:00:15475 B474 大阪市
澤井 文彦 ｻﾜｲ ﾌﾐﾋｺ 01:00:15476 B480 豊中市
李 勝守 ﾘ ｶﾂﾓﾘ 01:00:23477 D1156 大阪市
松本 晃 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 01:00:25478 C619 高槻市
国本 広和 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 01:00:26479 B403 宝塚市
中谷 伸也 ﾅｶﾀﾆ ｼﾝﾔ 01:00:27480 B478 神戸市
入口 先 ｲﾘｸﾞﾁ ｽｽﾑ 01:00:32481 C672 西宮市
末吉 健一 ｽｴﾖｼ ｹﾝｲﾁ 01:00:37482 D1218 芦屋市
春木 仁孝 ﾊﾙｷ ﾖｼﾀｶ 01:00:39483 C718 西宮市
開川 和久 ｶｲｶﾜ ｶｽﾞﾋｻ 01:00:40484 D1020 奈良市
天野 正夫 ｱﾏﾉ ﾏｻｵ 01:00:41485 C655 吹田市
薦田 直志 ｺﾓﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 01:00:52486 B454 宝塚市
笠谷 泰宏 ｶｻﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 01:00:56487 C834 芦屋市
三橋 隆夫 ﾐﾂﾊｼ ﾀｶｵ 01:00:57488 B366 神戸市
久保 瑛伸 ｸﾎﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 01:00:58489 D1052 浅口郡
堀 喜代造 ﾎﾘ ｷﾖｿﾞｳ 01:01:07490 C875 吹田市
上島 雄二 ｳｴｼﾏ ﾕｳｼﾞ 01:01:08491 B386 大津市
奥 葵 ｵｸ ｱｵｲ 01:01:11492 D1240 大阪市
西田 穣 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 01:01:12493 B377 姫路市
古屋 日出男 ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞｵ 01:01:14494 C715 神戸市
荒井 卓也 ｱﾗｲ ﾀｸﾔ 01:01:15495 B568 岸和田市
内村 由満 ｳﾁﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 01:01:22496 C654 西宮市
貝 直樹 ｶｲ ﾅｵｷ 01:01:24497 C882 神戸市
一井 武 ｲﾁｲ ﾀｹｼ 01:01:30498 C891 尼崎市
久保 孝之 ｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 01:01:30499 C779 西宮市
本多 祐一 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 01:01:30500 D1313 芦屋市

Print : 2022/04/10 16:01:42 10 / 55 ページ Official Timer & Result By Team-K



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) ネット記録

2022芦屋さくらﾌｧﾝﾗﾝ  (種目別） 2022年4月10日

男子10ｷﾛ

住　所

浅生 君裕 ｱｻｵ ｷﾐﾋﾛ 01:01:31501 B369 伊丹市
赤木 一喜 ｱｶｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 01:01:33502 D1027 大阪市
河村 能孝 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 01:01:36503 D1380 芦屋市
岸本 雅浩 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 01:01:36504 D930 河内長野
森 秀俊 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:01:37505 C695 大阪市
牧村 透 ﾏｷﾑﾗ ﾄｵﾙ 01:01:38506 D1035 明石市
松浦 康浩 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾋﾛ 01:01:43507 C673 神戸市
藤野 翔多 ﾌｼﾞﾉ ｼｮｳﾀ 01:01:44508 A297 神戸市
西川 啓一 ﾆｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 01:01:45509 A240 西宮市
木村 敬一 ｷﾑﾗ ｹｲｲﾁ 01:01:48510 B384 神戸市
上野 隆一 ｳｴﾉ ﾘｭｳｲﾁ 01:01:52511 C765 大阪市
綿谷 仁志 ﾜﾀﾀﾆ ﾋﾄｼ 01:01:58512 C630 芦屋市
合田 幸嗣 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕｷﾂｸﾞ 01:01:59513 C631 東大阪市
竹内 宏一 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 01:02:00514 C887 大阪市
日高 孝一 ﾋﾀﾞｶ ｺｳｲﾁ 01:02:01515 C817 西宮市
安田 隆弘 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:02:01516 B479 大阪市
清田 義男 ｷﾖﾀ ﾖｼｵ 01:02:05517 B401 大阪市
吉田 明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 01:02:08518 C804 神戸市
山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 01:02:14519 C678 宝塚市
宮間 健太 ﾐﾔﾏ ｹﾝﾀ 01:02:16520 D1281 西宮市
岡 寛 ｵｶ ﾋﾛｼ 01:02:18521 D904 神戸市
稲森 幹雄 ｲﾅﾓﾘ ﾐｷｵ 01:02:24522 D1312 神戸市
上田 育伸 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 01:02:28523 C852 神戸市
山本 恭輔 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 01:02:29524 D954 西宮市
藤中 俊輔 ﾌｼﾞﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 01:02:32525 D973 神戸市
土肥 篤 ﾄﾞﾋ ｱﾂｼ 01:02:32526 D1155 茨木市
田邊　佳祐 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 01:02:34527 D1376 西宮市
岸田 貴仁 ｷｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 01:02:35528 C839 芦屋市
近藤 和成 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾅﾘ 01:02:35529 C840 芦屋市
梅田　篤史 ｳﾒﾀﾞ ｱﾂｼ 01:02:40530 D1403 西宮市
中田 照章 ﾅｶﾀ ﾃﾙｱｷ 01:02:50531 B540 尼崎市
杵岩 飛空 ｷﾈｲﾜ ﾋｿﾗ 01:02:53532 B525 芦屋市
竹内　 隆彦 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋｺ 01:02:57533 C763 神戸市
上田 雄一 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 01:02:58534 C805 豊中市
村山 勝行 ﾑﾗﾔﾏ ｶﾂﾕｷ 01:03:00535 D1227 倉敷市
ＳＵＮＧ ＤＵＣＫ ｿﾝ ﾄﾞｸﾖﾝ 01:03:03536 D936 吹田市
達川 浩平 ﾀﾂｶﾜ ｺｳﾍｲ 01:03:12537 C642 大阪市
中尾 昌友 ﾅｶｵ ﾏｻﾄﾓ 01:03:12538 C863 尼崎市
松木 大介 ﾏﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ 01:03:16539 C822 大阪市
奥野 豊広 ｵｸﾉ ﾄﾖﾋﾛ 01:03:16540 C659 和泉市
垣尾 正喜 ｶｷｵ ﾏｻｷ 01:03:17541 C665 宝塚市
西元 直樹 ﾆｼﾓﾄ ﾅｵｷ 01:03:17542 C883 藤井寺市
高砂 吉博 ﾀｶｻｺﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:03:21543 D1105 神戸市
坂田 登 ｻｶﾀ ﾉﾎﾞﾙ 01:03:26544 D1066 神戸市
福井 規之 ﾌｸｲ ﾉﾘﾕｷ 01:03:27545 B564 茨木市
片山 隆司 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 01:03:30546 C862 川西市
戸井 雄一 ﾄｲ ﾕｳｲﾁ 01:03:30547 D949 豊中市
山本 直毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 01:03:31548 D1158 神戸市
吉田 和哉 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 01:03:31549 C693 神戸市
中本 直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 01:03:31550 D951 吹田市
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橋口 弘 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 01:03:34551 D1377 神戸市
山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:03:34552 B372 神戸市
牧野 逸平 ﾏｷﾉ ｲｯﾍﾟｲ 01:03:43553 A217 豊中市
薗田晋矢 ｿﾉﾀﾞｼﾝﾔ 01:03:44554 C795 尼崎市
吉井　康輔 ﾖｼｲ ｺｳｽｹ 01:03:44555 D1206 神戸市
松崎 貴彦 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋｺ 01:03:47556 C668 神戸市
阿部 翔一郎 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 01:03:50557 B445 尼崎市
夏川 喜八郎 ﾅﾂｶﾜ ｷﾊﾁﾛｳ 01:03:51558 C635 神戸市
鵜瀬 邦彦 ｳｾ ｸﾆﾋｺ 01:03:54559 D1342 明石市
川村 哲夫 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂｵ 01:03:55560 D1247 芦屋市
標 雅章 ｼﾒｷﾞ ﾏｻｱｷ 01:04:03561 D1221 神戸市
竹信 良弘 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:04:04562 B391 大阪市
鶴見 大祐 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｽｹ 01:04:04563 B569 西宮市
佐山 卓史 ｻﾔﾏ ﾀｶｼ 01:04:06564 D1329 神戸市
柏木 恒彦 ｶｼﾜｷﾞ ﾂﾈﾋｺ 01:04:08565 D968 加古郡
河村 寛 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 01:04:08566 C652 芦屋市
木川 幸則 ｷｶﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ 01:04:10567 D1056 西宮市
木下 荘一 ｷﾉｼﾀ ｿｳｲﾁ 01:04:11568 D1039 神戸市
餅谷 勉 ﾓﾁﾀﾆ ﾂﾄﾑ 01:04:18569 D924 神戸市
枇杷原 量太 ﾋﾞﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 01:04:22570 C724 芦屋市
筒井 雄也 ﾂﾂｲ ﾕｳﾔ 01:04:22571 C667 大阪市
塚谷 健吾 ﾂｶﾀﾆ ｹﾝｺﾞ 01:04:28572 C719 伊丹市
伊藤 俊雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 01:04:31573 C611 芦屋市
竹中 亮太 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀ 01:04:35574 D1370 大阪市
中川 博幸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 01:04:35575 D1140 西宮市
谷口 健治 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 01:04:38576 D1359 明石市
柏 雅之 ｶｼﾜ ﾏｻﾕｷ 01:04:49577 D903 吹田市
細郷 裕之 ｻｲｺﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 01:04:52578 C843 芦屋市
増井 裕 ﾏｽｲ ﾕﾀｶ 01:04:52579 D1059 神戸市
宮崎 昌幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 01:04:58580 C709 大阪市
清水 隆行 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 01:05:02581 D1152 摂津市
だふぃーるど な ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾅｲｼﾞｪ 01:05:12582 D907 神戸市
石田 浩三 ｲｼﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 01:05:12583 D1252 西宮市
西川 裕輝 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 01:05:19584 C643 尼崎市
安河内 健作 ﾔｽｺｳﾁ ｹﾝｻｸ 01:05:22585 C697 相楽郡
藤田 昌紀 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 01:05:22586 B518 西宮市
藤田 衡 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ 01:05:23587 C871 吹田市
藤本 仁 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾄｼ 01:05:24588 D975 川西市
大西 慶和 ｵｵﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ 01:05:28589 B398 堺市
月田 晶久 ﾂｷﾀ ｱｷﾋｻ 01:05:29590 A246 神戸市
正田 丈裕 ｼｮｳﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 01:05:30591 C859 京都市
岸本 慶宜 ｷｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 01:05:33592 C776 芦屋市
中塚 昭夫 ﾅｶﾂｶ ｱｷｵ 01:05:36593 C656 神戸市
森田 拓治 ﾓﾘﾀ ﾀｸｼﾞ 01:05:50594 C711 池田市
宮崎 翔伍 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 01:05:50595 D1391 大阪市
原田 賢治 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 01:05:55596 D1153 芦屋市
森山 直樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｷ 01:05:58597 C760 大阪市
辻本 正之 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 01:06:06598 D1064 和泉市
千葉 龍一 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 01:06:06599 D921 西宮市
福西 雄太 ﾌｸﾆｼ ﾕｳﾀ 01:06:07600 D1310 三田市
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谷村 良太 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 01:06:07601 D989 大阪市
森永 真司 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 01:06:11602 C769 芦屋市
西口 零 ﾆｼｸﾞﾁ ﾚｲ 01:06:16603 C818 西宮市
鹿島 潔 ｶｼﾏ ｷﾖｼ 01:06:23604 B523 生駒市
殖田 学 ﾌｴﾀ ﾏﾅﾌﾞ 01:06:28605 D1047 加古川市
杵岩 正一 ｷﾈｲﾜ ｼｮｳｲﾁ 01:06:29606 C657 芦屋市
鈴木 大玄 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾊﾙ 01:06:32607 B378 芦屋市
野木 寿也 ﾉｷﾞ ﾋｻﾔ 01:06:33608 D985 西宮市
安藤 雅之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 01:06:38609 D994 吹田市
前川 賢一 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｲﾁ 01:06:45610 D1224 守口市
山田 哲 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 01:06:46611 C663 明石市
中根 龍太 ﾅｶﾈ ﾘｭｳﾀ 01:06:50612 B382 西宮市
中前 欣也 ﾅｶﾏｴ ｷﾝﾔ 01:06:55613 B593 大阪市
藤山 浩史 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 01:06:57614 C623 大阪市
藁 毅 ﾜﾗ ﾂﾖｼ 01:07:01615 D1182 芦屋市
沖原 孝文 ｵｷﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 01:07:02616 D1108 神戸市
森本 丈次 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 01:07:05617 D1288 神戸市
溝渕 正浩 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 01:07:09618 D1213 京都市
多田 浩和 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 01:07:10619 C714 尼崎市
大屋 久弥 ｵｵﾔ ﾋｻﾔ 01:07:26620 D992 久留米市
西村 正弘 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:07:32621 C874 神戸市
田中 健二郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 01:07:35622 C696 西宮市
吉田 渓一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 01:07:37623 C762 神戸市
小原 理一郎 ｺﾊﾗ ﾘｲﾁﾛｳ 01:07:42624 D1179 神戸市
伊庭 優貴 ｲﾊﾞ ﾕｳｷ 01:07:44625 C691 泉大津市
近藤 昭 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 01:07:44626 C706 神戸市
森岡 靖雄 ﾓﾘｵｶ ﾔｽｵ 01:07:57627 D1009 加古川市
谷口 和敏 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 01:07:58628 D1043 伊丹市
笠原 清寛 ｶｻﾊﾗ ｷﾖﾋﾛ 01:07:59629 C886 堺市
小原 史郎 ｵﾊﾗ ｼﾛｳ 01:08:03630 D1230 西宮市
横手　俊彦 ﾖｺﾃ ﾄｼﾋｺ 01:08:06631 D978 守口市
ＫＡＴＵＷＡＬ Ｊ ｶﾂﾜﾙ ｾﾞﾆｽ 01:08:13632 D1330 堺市
坂東 健 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 01:08:14633 D1019 寝屋川市
髙橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 01:08:17634 D1253 京都市
岡本 剣 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 01:08:19635 C683 西宮市
前田 英和 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:08:20636 B522 神戸市
森下 健 ﾓﾘｼﾀ ｹﾝ 01:08:22637 D1199 芦屋市
徐 忠明 ｼﾞｮ ﾀﾀﾞｱｷ 01:08:27638 C808 大阪市
山本 裕史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:08:30639 B531 神戸市
本藤 宜嗣 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾖﾘﾂｸﾞ 01:08:36640 D1297 西宮市
照井 治 ﾃﾙｲ ｵｻﾑ 01:08:48641 D1187 芦屋市
矢野 斉 ﾔﾉ ﾋﾄｼ 01:08:52642 D1093 羽曳野市
吉岡 秀紀 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｷ 01:08:54643 D1092 芦屋市
原 啓太 ﾊﾗ ｹｲﾀ 01:08:56644 B320 京都市
正岡 克司 ﾏｻｵｶ ｶﾂｼ 01:08:59645 C658 大阪市
川内 浩一 ｶﾜｳﾁ ｺｳｲﾁ 01:09:01646 C857 神戸市
藤田 将大 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 01:09:02647 D935 枚方市
羽田野 卓行 ﾊﾀﾉ ﾀｸﾕｷ 01:09:02648 C617 大阪市
西田 昭彦 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾋｺ 01:09:04649 C723 大阪市
和田 崇史 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 01:09:13650 D1231 大和高田
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阿部 紀光 ｱﾍﾞ ﾉﾘﾐﾂ 01:09:25651 D1128 神戸市
伊藤 淳 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 01:09:26652 D1030 西宮市
中元 健進 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 01:09:26653 D1280 芦屋市
三木 信善 ﾐｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 01:09:28654 D1024 神戸市
上里 良信 ｳｴｻﾞﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 01:09:31655 D1111 京都市
西尾 亮治 ﾆｼｵ ﾘｮｳｼﾞ 01:09:35656 D1186 神戸市
山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 01:09:37657 C778 尼崎市
亀井 正比古 ｶﾒｲ ﾏｻﾋｺ 01:09:41658 D1319 神戸市
中浜 正 ﾅｶﾊﾏ ﾀﾀﾞｼ 01:09:46659 C807 大阪市
桑山 正広 ｸﾜﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 01:09:49660 D943 大東市
越川 俊夫 ｺｼｶﾜ ﾄｼｵ 01:09:55661 D1042 芦屋市
江崎 浩司 ｴｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 01:10:04662 D1154 伊丹市
岩田 利則 ｲﾜﾀ ﾄｼﾉﾘ 01:10:05663 D1053 岸和田市
藤岡 潤一 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:10:05664 D1328 豊中市
坂本 和弘 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 01:10:09665 D1045 神戸市
名古 薫 ﾅｺ ｶｵﾙ 01:10:15666 C704 西宮市
山村 耕平 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 01:10:15667 D1324 芦屋市
松村 弥寿男 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽｵ 01:10:18668 D1050 西宮市
小西 彰徳 ｺﾆｼ ｱｷﾉﾘ 01:10:27669 D964 横浜市
打田 哲也 ｳﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ 01:10:31670 D922 枚方市
宿利原 直人 ﾔﾄﾞﾘﾊﾗ ﾅｵﾄ 01:10:32671 D1069 大阪市
田盛　清孝 ﾀﾓﾘ ｷﾖﾀｶ 01:10:38672 D1037 西宮市
長田 幹哉 ﾅｶﾞﾀ ﾐｷﾔ 01:10:50673 D1361 西宮市
小田 武志 ｵﾀﾞ ﾀｹｼ 01:10:54674 D1273 宝塚市
上田 悦弘 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:10:57675 B490 尼崎市
山梨 彰一 ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｲﾁ 01:10:58676 D1327 京都市
山田 淳 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 01:11:07677 C606 大阪市
関山 恭生 ｾｷﾔﾏ ｷｮｳｾｲ 01:11:08678 D1364 神戸市
池口 孝善 ｲｹｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 01:11:13679 D1184 芦屋市
沖 啓太郎 ｵｷ ｹｲﾀﾛｳ 01:11:15680 C620 大阪市
大塚 治道 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾐﾁ 01:11:16681 C701 神戸市
大久保 勝也 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾔ 01:11:19682 D1033 神戸市
安藤 武 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 01:11:30683 C670 加古川市
西山 明 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ 01:11:30684 D1360 神戸市
石川 晴朗 ｲｼｶﾜ ｾｲﾛｳ 01:11:31685 D1322 神戸市
岩林 慎一 ｲﾜﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 01:11:37686 D1169 芦屋市
生駒 道弘 ｲｺﾏ ﾐﾁﾋﾛ 01:11:45687 C774 神戸市
平尾 直紀 ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 01:11:45688 D1159 津市
土井 嘉則 ﾄﾞｲ ﾖｼﾉﾘ 01:11:49689 D1046 寝屋川市
岡本 隆平 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 01:12:03690 C690 神戸市
中野 景太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 01:12:10691 C761 川崎市
住谷 幸雄 ｽﾐﾀﾆ ﾕｷｵ 01:12:11692 D1008 明石市
吉塚 弘 ﾖｼﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 01:12:15693 D1057 神戸市
原口 健一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 01:12:22694 C836 大阪市
上森 信 ｳｴﾓﾘ ｼﾝ 01:12:22695 C777 和泉市
永廣 顕 ｴﾋﾛ ｱｷﾗ 01:12:23696 C717 芦屋市
村上 克則 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾉﾘ 01:12:27697 D1134 神戸市
枡本　弘志 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:12:32698 D1103 西宮市
大内 徹平 ｵｵｳﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 01:12:34699 D1040 尼崎市
矢田 俊一 ﾔﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 01:12:34700 D976 西宮市
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内藤 清 ﾅｲﾄｳ ｷﾖｼ 01:12:34701 D1386 芦屋市
米田 太一 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲﾁ 01:12:41702 B532 神戸市
田坂 真一 ﾀｻｶ ｼﾝｲﾁ 01:12:46703 C676 神戸市
国府 育央 ｺｸﾌ ｲｸｵ 01:12:46704 C764 箕面市
細井 豊 ﾎｿｲ ﾕﾀｶ 01:12:51705 D1175 神戸市
丸山 孝敏 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 01:13:03706 B389 伊丹市
星子 光雄 ﾎｼｺ ﾐﾂｵ 01:13:15707 C888 堺市
赤山 量也 ｱｶﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 01:13:22708 D1065 和泉市
新道 陽久 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾋｻ 01:13:27709 D1243 宝塚市
岡村 一弘 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 01:13:35710 D1241 富田林市
湯ノ谷 隆史 ﾕﾉﾀﾆ ﾀｶｼ 01:13:40711 B461 宝塚市
池村 仁志 ｲｹﾑﾗ ﾋﾄｼ 01:13:50712 C841 芦屋市
長倉 栄信 ﾅｶﾞｸﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 01:13:53713 C649 神戸市
田中 公高 ﾀﾅｶ ｷﾐﾀｶ 01:14:27714 D1397 札幌市
山ノ井 完 ﾔﾏﾉｲ ﾐﾂﾙ 01:14:43715 D1062 豊中市
籏谷 衛 ﾊﾀﾔ ﾏﾓﾙ 01:14:43716 D1245 宝塚市
竹本 仁 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾄｼ 01:14:43717 D1157 枚方市
岡部 孝 ｵｶﾍﾞ ﾀｶｼ 01:15:09718 D1126 伊丹市
折口 健太 ｵﾘｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 01:15:18719 C844 芦屋市
黒田 良祐 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 01:15:27720 C768 西宮市
小松 英司 ｺﾏﾂ ｴｲｼﾞ 01:15:33721 D1174 箕面市
岡 高茂 ｵｶ ﾀｶｼｹﾞ 01:15:41722 D1124 船井郡
青木 廣 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 01:16:13723 D1141 神戸市
高岸 毅 ﾀｶｷﾞｼ ﾂﾖｼ 01:16:16724 C781 芦屋市
西 祥吾 ﾆｼ ｼｮｳｺﾞ 01:16:39725 C684 大阪市
舩戸 弘行 ﾌﾅﾄ ﾋﾛﾕｷ 01:16:51726 D1028 京都市
佐々木 陽紀 ｻｻｷ ﾊﾙﾉﾘ 01:16:56727 D1348 西宮市
高橋 正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 01:16:56728 C722 京都市
水口 照二 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾃﾙｼﾞ 01:17:07729 D1061 芦屋市
砂田 昇 ｽﾅﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 01:17:13730 D1063 神戸市
高戸 敏志 ﾀｶﾄ ｻﾄｼ 01:17:33731 C618 茨木市
奥西 貫太郎 ｵｸﾆｼ ｶﾝﾀﾛｳ 01:17:46732 C634 高槻市
橋倉 哲郎 ﾊｼｸﾗ ﾃﾂﾛｳ 01:18:03733 D1219 大阪市
シング　マノー ｼﾝｸﾞ ﾏﾉｰｼﾞｭ 01:18:09734 D1309 尼崎市
外池 信也 ﾄﾉｲｹ ｼﾝﾔ 01:18:30735 C785 西宮市
海津 寛 ｶｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 01:18:38736 D1211 神戸市
小西 貴久 ｺﾆｼ ﾀｶﾋｻ 01:18:40737 D1357 京都市
橋本 晋卓 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾀｶ 01:18:46738 D1210 豊中市
松村 惠永 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 01:18:47739 D1176 大阪市
朝倉 隆弘 ｱｻｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 01:18:47740 D1242 明石市
榊原 洋輔 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ 01:18:51741 D1251 摂津市
都築 一生 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｲｷ 01:19:34742 D1270 西宮市
木下 敏彦 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋｺ 01:19:43743 B462 藤井寺市
恒岡 伸治 ﾂﾈｵｶ ｼﾝｼﾞ 01:19:45744 D1051 芦屋市
岩間 俊介 ｲﾜﾏ ｼｭﾝｽｹ 01:19:48745 D999 三田市
石田 健悟 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 01:19:51746 D1347 芦屋市
相川 晴康 ｱｲｶﾜ ﾊﾙﾔｽ 01:19:52747 D1162 交野市
渡辺 耕次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 01:20:18748 C858 大阪市
謙島 孝臣 ﾉﾘｼﾏ ﾀｶｵﾐ 01:20:19749 D1125 尼崎市
河部 剛 ｶﾜﾍﾞ ｺﾞｳ 01:20:22750 C664 神戸市
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西川 真仁 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾄ 01:20:33751 D1058 堺市
仁田 雅也 ﾆﾀ ﾏｻﾔ 01:20:51752 C800 神戸市
米沢 正明 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 01:20:56753 D1203 西宮市
松井 弘志 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ 01:21:08754 D1172 三木市
鈴木 直也 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ 01:21:19755 D1136 神戸市
山本 慎之助 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 01:21:30756 C767 西宮市
野村 壽彦 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 01:21:40757 D1267 京都市
古川 正 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 01:21:51758 C680 神戸市
西田 温彦 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 01:22:01759 D1055 神戸市
篠村 徹太郎 ｼﾉﾑﾗ ﾃﾂﾀﾛｳ 01:22:05760 D1038 大津市
角田 隆博 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:22:06761 C864 宝塚市
北岡 内匠 ｷﾀｵｶ ﾀｸﾐ 01:22:47762 C689 芦屋市
吉井 章 ﾖｼｲ ｱｷﾗ 01:22:55763 C809 芦屋市
吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 01:22:56764 B572 西宮市
田中 正人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 01:23:01765 D1188 京都市
久野 太三 ﾋｻﾉ ﾀｲｿﾞｳ 01:23:17766 C692 神戸市
石川 悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ 01:23:17767 D1320 富山市
小林 憲一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 01:23:22768 D1254 芦屋市
細谷 哲 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾛｼ 01:24:42769 B425 箕面市
乗鞍 満雄 ﾉﾘｸﾗ ﾐﾂｵ 01:24:57770 D1384 西宮市
東屋敷 敏雄 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ ﾄｼｵ 01:26:06771 C699 吹田市
脇内 亨 ﾜｷｳﾁ ﾄｵﾙ 01:26:29772 C856 神戸市
谷 康弘 ﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 01:26:47773 C835 川辺郡
北村 邦彦 ｷﾀﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 01:26:54774 D1048 神戸市
増田 博次 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 01:27:15775 D919 東大阪市
近藤 豊久 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾖﾋｻ 01:27:37776 D1269 芦屋市
粟津 重光 ｱﾜﾂﾞ ｼｹﾞﾐﾂ 01:28:29777 C720 尼崎市
粟津 啓 ｱﾜﾂﾞ ｹｲ 01:28:29778 B324 大阪市
宮崎隆 ﾐﾔｻﾞｷﾀｶｼ 01:29:15779 D1207 西宮市
山田 善一 ﾔﾏﾀﾞ ｾﾞﾝｲﾁ 01:30:23780 D1106 神戸市
絹川 敬 ｷﾇｶﾜ ﾀｶｼ 01:31:00781 C679 京都市
柳田 駿介 ﾔﾅｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 01:31:24782 D1183 芦屋市
有限会社 本田 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾎ 01:31:57783 C813 西宮市
岩﨑 隆久 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋｻ 01:32:49784 A192 神戸市
礒部 誠 ｲｿﾍﾞ ﾏｺﾄ 01:36:48785 D1246 神戸市
高畑 一郎 ﾀｶﾊﾀ ｲﾁﾛｳ 01:45:23786 D1300 神戸市
大田 豊明 ｵｵﾀ ﾄﾖｱｷ 01:48:49787 D1177 尼崎市
小林 啓二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ 01:57:13788 D1202 大東市
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服部 優亜 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｱ 00:38:541 A215 名古屋市
鈴木 純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 00:39:262 A196 加古川市
萬代 ゆかり ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｶﾘ 00:39:533 B322 豊中市
岡部 千玲 ｵｶﾍﾞ ﾁｱｷ 00:40:114 A202 尼崎市
納 麻美 ｵｻﾒ ﾏﾐ 00:40:285 A156 大阪市
市川 やす子 ｲﾁｶﾜ ﾔｽｺ 00:42:326 D905 大阪市
本山 靖子 ﾓﾄﾔﾏ ﾔｽｺ 00:43:097 A299 芦屋市
慶山 奈王子 ｹｲﾔﾏ ﾅｵｺ 00:43:498 A242 大阪市
川崎 恵子 ｶﾜｻｷ ｹｲｺ 00:44:329 A293 神戸市
堀田　理恵 ﾎｯﾀ ﾘｴ 00:44:4210 A237 枚方市
土師 重美 ﾊｼﾞ ｼｹﾞﾐ 00:44:4511 B338 豊中市
若林 晶子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 00:44:5712 B316 西宮市
矢野 由美子 ﾔﾉ ﾕﾐｺ 00:45:1413 A197 大阪市
大畠 ひろ ｵｵﾊﾀ ﾋﾛ 00:45:2614 A236 西宮市
坂口 千春 ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 00:46:0215 B336 堺市
戸谷 綾子 ﾄﾀﾆ ｱﾔｺ 00:46:2616 A213 神戸市
入江 麻衣子 ｲﾘｴ ﾏｲｺ 00:47:1817 A260 吹田市
中澤 沙織 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｵﾘ 00:47:2018 B326 姫路市
近藤 直美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ 00:48:1719 B348 尼崎市
吉田 昌代 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖ 00:48:2420 B477 大和郡山
橋本 智子 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｺ 00:48:4021 B590 尼崎市
藤川 文 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔ 00:48:4322 B301 神戸市
森山 早知子 ﾓﾘｱﾏ ｻﾁｺ 00:49:1823 B337 神戸市
反保 輝子 ﾀﾝﾎﾟ ﾃﾙｺ 00:49:2524 B521 枚方市
早川 愛子 ﾊﾔｶﾜ ｱｲｺ 00:49:3625 A259 姫路市
杉原 玲奈 ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ 00:49:4726 B421 神戸市
那須 理枝子 ﾅｽ ﾘｴｺ 00:49:5127 D1378 神戸市
滝川 もも ﾀｷｶﾞﾜ ﾓﾓ 00:49:5228 B587 宝塚市
山本 裕子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 00:50:0029 B363 神戸市
神吉 華恵 ｶﾐﾖｼ ﾊﾅｴ 00:50:0330 A300 吹田市
石野 由香里 ｲｼﾉ ﾕｶﾘ 00:50:4031 B352 神戸市
川口 弘子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 00:50:4632 B473 大阪市
東口 真由美 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 00:50:5633 B417 尼崎市
栗村 朋子 ｸﾘﾑﾗ ﾄﾓｺ 00:50:5734 B342 神戸市
浅倉 和代 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾖ 00:50:5835 B545 神戸市
和田 知奈美 ﾜﾀﾞ ﾁﾅﾐ 00:50:5836 D956 大阪市
森下 由起子 ﾓﾘｼﾀ ﾕｷｺ 00:51:1237 B498 西宮市
水口 真希 ﾐﾅｸﾁ ﾏｷ 00:51:2538 C727 大阪市
窪田 亜紀代 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾖ 00:51:2639 B499 大阪市
長澤 まりあ ﾅｶﾞｻﾜ ﾏﾘｱ 00:51:2940 B563 京田辺市
土肥 あずさ ﾄﾞﾋ ｱｽﾞｻ 00:51:4541 B434 明石市
玉置 絵里子 ﾀﾏｷ ｴﾘｺ 00:52:0242 A266 西宮市
藤本 佳子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｺ 00:52:1243 B547 高槻市
浅野 里佳 ｱｻﾉ ﾘｶ 00:52:2144 B591 西宮市
山下 玲子 ﾔﾏｼﾀ ﾚｲｺ 00:52:3145 B347 高砂市
佐藤 智子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 00:52:3946 D953 大阪市
藤村 つかさ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾂｶｻ 00:52:5147 D960 京都市
大泉 弥生 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾔﾖｲ 00:52:5148 B505 伊丹市
上田 順子 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 00:52:5349 D1071 京都市
今村 美保子 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾎｺ 00:52:5650 B435 神戸市
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東 由美子 ｱｽﾞﾏ ﾕﾐｺ 00:52:5851 B416 神戸市
前園 寛子 ﾏｴｿﾉ ﾋﾛｺ 00:53:0352 B514 豊中市
柴田 光代 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂﾖ 00:53:0853 B420 西宮市
松本 愛子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ 00:53:5054 D955 神戸市
森兼 亜紀子 ﾓﾘｶﾈ ｱｷｺ 00:53:5155 C878 大阪市
北村 直子 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵｺ 00:53:5456 B581 神戸市
加藤 千波 ｶﾄｳ ﾁﾅﾐ 00:54:0257 C788 伊丹市
大野 利紗 ｵｵﾉ ﾘｻ 00:54:2158 D977 伊丹市
小倉 洋子 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 00:54:2659 B576 神戸市
奥村 キャサリン ｵｸﾑﾗ ｷｬｻﾘﾝ 00:54:3260 B546 神戸市
森 律子 ﾓﾘ ﾘﾂｺ 00:54:5161 C746 羽曳野市
張 延 ﾁｮｳ ｴﾝ 00:54:5562 D1259 神戸市
吉井 悠 ﾖｼｲ ﾕｳ 00:54:5763 D1114 芦屋市
前田 育美 ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾐ 00:55:0164 C748 大阪市
松村 聡美 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾐ 00:55:0765 B595 大阪市
榊原 久美子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 00:55:1966 C744 神戸市
田渕 円 ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 00:55:2367 C615 神戸市
上野 美幸 ｳｴﾉ ﾐﾕｷ 00:55:3068 C614 堺市
佐々木 万里子 ｻｻｷ ﾏﾘｺ 00:55:3069 C832 芦屋市
後藤 奈緒美 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾐ 00:55:3570 C644 姫路市
山本 早織 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 00:55:3871 D945 尼崎市
小澤 真美 ｵｻﾞﾜ ﾏﾐ 00:55:5172 B362 吹田市
木村 舞子 ｷﾑﾗ ﾏｲｺ 00:55:5173 B415 大阪市
坂下 恵理 ｻｶｼﾀ ｴﾘ 00:56:1474 B582 芦屋市
河本 浩美 ｺｳﾓﾄ ﾋﾛﾐ 00:56:2275 B552 神戸市
中村 玲美 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾐ 00:56:3376 C734 神戸市
西川 繭美 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕﾐ 00:56:3777 B513 宝塚市
小西 美香 ｺﾆｼ ﾐｶ 00:56:4278 D963 横浜市
畠山 美穂 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾎ 00:56:4679 C752 神戸市
吉田 直美 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 00:56:5980 C751 大阪市
鎌田 離離 ｶﾏﾀ ﾘﾘ 00:57:1381 D958 尼崎市
池田 実香 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 00:57:4682 B431 明石市
池田 知恵 ｲｹﾀﾞ ﾁｴ 00:57:4983 B508 神戸市
井垣 佳枝 ｲｶﾞｷ ﾖｼｴ 00:57:5584 C624 神戸市
井垣 綾菜 ｲｶﾞｷ ｱﾔﾅ 00:57:5585 C625 神戸市
伊藤 一恵 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ 00:57:5886 C610 西宮市
若杉 朋子 ﾜｶｽｷﾞ ﾄﾓｺ 00:57:5987 D925 神戸市
辻本 道子 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ 00:58:0088 D1034 川西市
久保 あずさ ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 00:58:0489 C608 神戸市
永田 千賀子 ﾅｶﾞﾀ ﾁｶｺ 00:58:2190 D916 箕面市
竹尾 亜美 ﾀｹｵ ﾂｸﾞﾐ 00:58:2291 C876 尼崎市
河口 美代子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾖｺ 00:58:2292 C865 川西市
立木 未知子 ﾀﾁｷ ﾐﾁｺ 00:58:2393 D1238 神戸市
野矢 裕子 ﾉﾔ ﾕｳｺ 00:58:3194 C645 芦屋市
尾畑 ゆかり ｵﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ 00:58:4195 A261 神戸市
安本 珠美 ﾔｽﾓﾄ ﾀﾏﾐ 00:58:4796 D1001 姫路市
松村 夕子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 00:58:4997 C896 神戸市
田村 侑子 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 00:58:5598 D1119 芦屋市
林 祥子 ﾊﾔｼ ｻﾁｺ 00:58:5899 C790 西宮市
村川 亜光 ﾑﾗｶﾜ ｱｶﾈ 00:59:05100 D911 神戸市
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門田 美咲 ﾓﾝﾀ ﾐｻｷ 00:59:06101 C828 大阪市
林 広子 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ 00:59:07102 D1100 西宮市
北川 友美子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 00:59:09103 B466 大阪市
竹内 葉子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ 00:59:13104 D1023 神戸市
若杉 眞乃 ﾜｶｽｷﾞ ﾏﾉ 00:59:13105 D1228 大阪市
宮崎 美穂 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 00:59:14106 D1084 東大阪市
太田 佳蓮 ｵｵﾀ ｶﾚﾝ 00:59:26107 B414 泉南郡
林田 明子 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｷｺ 00:59:29108 B562 茨木市
三谷 智子 ﾐﾀﾆ ﾄﾓｺ 00:59:29109 D1031 吹田市
垣内 夏希 ｶｷｳﾁ ﾅﾂｷ 00:59:30110 C604 尼崎市
藤原 由子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 00:59:34111 D950 堺市
北村 沙織 ｷﾀﾑﾗ ｻｵﾘ 00:59:39112 D917 西宮市
三輪 久美子 ﾐﾜ ｸﾐｺ 00:59:43113 C824 芦屋市
木村 紗希 ｷﾑﾗ ｻｷ 00:59:46114 D952 河内長野
木村 彩 ｷﾑﾗ ｱﾔ 00:59:47115 D918 大阪市
栗田 亜耶 ｸﾘﾀ ｱﾔ 00:59:53116 D1087 神戸市
櫻井 幸代 ｻｸﾗｲ ｻﾁﾖ 01:00:08117 B501 西宮市
長町 由紀子 ﾅｶﾞﾏﾁ ﾕｷｺ 01:00:12118 B506 芦屋市
山田 結会 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｴ 01:00:24119 D1085 大阪市
小西 貴子 ｺﾆｼ ﾀｶｺ 01:00:27120 D1356 京都市
上田 桃子 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｺ 01:00:28121 C831 尼崎市
篠原 さとみ ｼﾉﾊﾗ ｻﾄﾐ 01:00:29122 D1289 西宮市
岡田 圭子 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺ 01:00:42123 D1236 西宮市
木原 ミホ ｷﾊﾗ ﾐﾎ 01:00:52124 B575 神戸市
宮前 志帆 ﾐﾔﾏｴ ｼﾎ 01:01:00125 B483 西宮市
片倉 麗 ｶﾀｸﾗ ﾚｲ 01:01:01126 D972 大阪市
山内 梨香子 ﾔﾏｳﾁ ﾘｶｺ 01:01:06127 B577 神戸市
渡利 雅代 ﾜﾀﾘ ﾏｻﾖ 01:01:13128 D1260 姫路市
伊東 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ 01:01:16129 D986 豊中市
桑原 裕子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｺ 01:01:17130 D1396 箕面市
中江 麗乃 ﾅｶｴ ﾖｼﾉ 01:01:18131 D1161 大阪市
岡田 唄 ｵｶﾀﾞ ｳﾀ 01:01:18132 D1237 西宮市
遠田 めぐみ ﾄｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 01:01:19133 D990 大阪市
貝 直子 ｶｲ ﾅｵｺ 01:01:25134 C881 神戸市
小林 直美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 01:01:25135 B419 神戸市
中島 寿江 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｴ 01:01:27136 C793 神戸市
本近 真理子 ﾓﾄﾁｶ ﾏﾘｺ 01:01:28137 C731 神戸市
田盛　結菜 ﾀﾓﾘ ﾕｲﾅ 01:01:29138 D1036 西宮市
秋田 朋子 ｱｷﾀ ﾄﾓｺ 01:01:37139 D1012 西宮市
北林 千津子 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞｺ 01:01:39140 D1000 大阪市
松本 吉代 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁﾖ 01:01:41141 D1121 西宮市
佐々木 奈穂 ｻｻｷ ﾅﾎ 01:02:08142 D1382 大阪市
松本 幹代 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾖ 01:02:11143 D1217 西宮市
山口 明日香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ 01:02:17144 D1279 西宮市
京田 紗季 ｷｮｳﾀﾞ ｻｷ 01:02:17145 D1278 加古川市
渡邉 友貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 01:02:17146 D1214 大阪市
岡山　 由美 ｵｶﾔﾏ ﾕﾐ 01:02:18147 C736 東大阪市
渡部 亜矢子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ 01:02:19148 C757 芦屋市
小林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 01:02:24149 D1317 大東市
伊藤 直子 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 01:02:28150 C732 西宮市
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片岡 雅美 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾐ 01:02:31151 C749 高槻市
北村 かおる ｷﾀﾑﾗ ｶｵﾙ 01:02:33152 C830 大阪市
小川 真弓 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 01:02:39153 C733 西宮市
松村 舞衣子 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｲｺ 01:02:41154 D948 神戸市
高田 心 ﾀｶﾀﾞ ｺｺﾛ 01:02:41155 D961 西宮市
前田 二美恵 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｴ 01:02:52156 D909 大阪市
小川 美夏 ｵｶﾞﾜ ﾐｶ 01:02:56157 C729 東大阪市
北原 真理 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾘ 01:02:56158 D1101 高砂市
鈴木 由紀子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 01:02:59159 D1022 神戸市
今井 喜世子 ｲﾏｲ ｷﾖｺ 01:03:08160 D1225 神戸市
宮崎 奈々子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ 01:03:08161 B589 大阪市
水本 三鶴 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾂﾙ 01:03:08162 C827 明石市
山田 桂子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 01:03:14163 D1375 西宮市
松木 則子 ﾏﾂｷ ﾉﾘｺ 01:03:16164 C833 大阪市
西村 節子 ﾆｼﾑﾗ ｾﾂｺ 01:03:19165 D1082 京都市
津田 文子 ﾂﾀﾞ ｱﾔｺ 01:03:20166 D1146 奈良市
西平 真弓 ﾆｼﾋﾗ ﾏﾕﾐ 01:03:21167 B450 神戸市
弥栄 加奈子 ﾐｴ ｶﾅｺ 01:03:25168 D1318 大阪市
平野 和子 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｺ 01:03:30169 C621 和泉市
合田 季世 ｷ ﾖ 01:03:30170 C632 東大阪市
岸田 真弓 ｷｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 01:03:50171 D1383 大阪市
中村真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 01:03:58172 D979  尼崎市
標 久美 ｼﾒｷﾞ ｸﾐ 01:04:02173 D1223 神戸市
木曽 加奈子 ｷｿ ｶﾅｺ 01:04:07174 D1393 堺市
勝間 瑠里 ｶﾂﾏ ﾙﾘ 01:04:11175 D1306 大阪市
石田 富士子 ｲｼﾀﾞ ﾌｼﾞｺ 01:04:13176 D1081 宇治市
廣瀬 佳子 ﾋﾛｾ ﾖｼｺ 01:04:16177 D1078 神戸市
内波 美紀 ｳﾁﾅﾐ ﾐｷ 01:04:22178 C791 赤穂市
山口 美香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｶ 01:04:23179 D1099 神戸市
井上 風奈 ｲﾉｳｴ ｶｻﾞﾅ 01:04:24180 C825 神戸市
孫 賢順 ｿﾝ ｹﾝｼﾞｭﾝ 01:04:30181 D1006 大阪市
笠野 睦子 ｶｻﾉ ﾑﾂｺ 01:04:33182 C646 芦屋市
水田 稔子 ﾐｽﾞﾀ ﾄｼｺ 01:04:40183 D1025 神戸市
今田 香織 ｲﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 01:04:46184 D1216 芦屋市
西海 悦子 ﾆｼｳﾐ ｴﾂｺ 01:04:56185 C889 加古川市
田中 美帆 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 01:05:11186 C829 吹田市
橋本 玲子 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲｺ 01:05:15187 D1226 河内長野
河本 奈菜 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾅ 01:05:16188 C897 芦屋市
大西 かおり ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ 01:05:23189 D1130 神戸市
鶴見 綾子 ﾂﾙﾐ ｱﾔｺ 01:05:23190 B519 西宮市
中野 遥奈 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾅ 01:05:25191 D969 尼崎市
高嶋 理佐 ﾀｶｼﾏ ﾘｻ 01:05:27192 D1010 西宮市
藤沢 美甫 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾎ 01:05:29193 C826 西宮市
杉野 裕子 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｺ 01:05:37194 D1307 芦屋市
近藤 香 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 01:05:39195 B432 神戸市
佐藤 佳代 ｻﾄｳ ｶﾖ 01:05:39196 C728 神戸市
逢坂 耀子 ｵｵｻｶ ﾖｳｺ 01:05:52197 D1166 高槻市
郡山 和代 ｺｵﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾖ 01:05:56198 D1150 神戸市
藤原 安子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｺ 01:06:03199 D1232 加古川市
松井 麻衣 ﾏﾂｲ ﾏｲ 01:06:06200 D1120 大阪市
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小路 澄子 ｼｮｳｼﾞ ｽﾐｺ 01:06:10201 D915 大東市
伊藤 由香 ｲﾄｳ ﾕｶ 01:06:13202 C638 芦屋市
島田 圭子 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺ 01:06:17203 D1016 吹田市
市本 由美子 ｲﾁﾓﾄ ﾕﾐｺ 01:06:18204 D1014 神戸市
江澤 千恵 ｴｻﾞﾜ ﾁｴ 01:06:18205 D1017 高槻市
宇佐見 未来 ｳｻﾐ ﾐｸ 01:06:18206 C616 大阪市
伊藤 架奈 ｲﾄｳ ｶﾅ 01:06:18207 D1015 吹田市

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁ★予 01:06:23208 B598 神戸市
中根 千寿 ﾅｶﾈ ﾁｽﾞ 01:06:29209 D1354 芦屋市
大窪 すみか ｵｵｸﾎﾞ ｽﾐｶ 01:06:32210 D1233 松原市
菊池 貴美香 ｷｸﾁ ｷﾐｶ 01:06:33211 D1097 伊予市
枇杷原 夏子 ﾋﾞﾜﾊﾗ ﾅﾂｺ 01:06:44212 C759 芦屋市
森田 恵美 ﾓﾘﾀ ｴﾐ 01:06:44213 D1277 神戸市
吉川 真奈 ﾖｼｶﾜ ﾏﾅ 01:06:48214 B413 神戸市
水野 なおみ ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐ 01:06:56215 C725 西宮市
高田 舞 ﾀｶﾀﾞ ﾏｲ 01:06:58216 D1118 神戸市
石垣 朋子 ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓｺ 01:07:02217 C792 神戸市
増田 真貴子 ﾏｽﾀﾞ ﾏｷｺ 01:07:05218 D1041 宝塚市
稲森 愛子 ｲﾅﾓﾘ ｱｲｺ 01:07:10219 D1316 神戸市
長谷川 まや ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾔ 01:07:26220 D1235 宝塚市
安永 要 ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾅﾒ 01:07:37221 C730 寝屋川市
西連寺 容子 ｻｲﾚﾝｼﾞ ﾖｳｺ 01:07:44222 D1004 神戸市
寺田 真記 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｷ 01:07:45223 D1003 神戸市
宇栄原 裕美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ 01:07:49224 C750 大阪市
年梅 一愛 ﾈﾝﾊﾞｲ ｶｽﾞｱｲ 01:07:49225 C786 大阪市
黒田 亮子 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｺ 01:07:58226 D1290 泉大津市
高木 聖良 ﾀｶｷﾞ ｾｲﾗ 01:08:08227 D1032 芦屋市
谷 里美 ﾀﾆ ｻﾄﾐ 01:08:16228 D1339 京都市
塚原 美幸 ﾂｶﾊﾗ ﾐﾕｷ 01:08:25229 D1116 西宮市
杉森 千紘 ｽｷﾞﾓﾘ ﾁﾋﾛ 01:08:26230 D1215 神戸市
黒谷 和江 ｸﾛﾀﾆ ｶｽﾞｴ 01:08:31231 D1355 西宮市
天野 いずみ ｱﾏﾉ ｲｽﾞﾐ 01:08:40232 B515 神戸市
山﨑 初希 ﾔﾏｻｷ ﾊﾂｷ 01:08:43233 C850 芦屋市
飯島 加奈 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅ 01:08:45234 D1222 西宮市
鎌田 蓉 ｶﾏﾀﾞ ﾖｳ 01:08:46235 D1304 大阪市
西川 佳子 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｺ 01:08:47236 D1127 大阪市
赤木 直美 ｱｶｷﾞ ﾅｵﾐ 01:08:50237 D1292 大阪市
安田 利恵 ﾔｽﾀﾞ ﾘｴ 01:08:55238 D1021 神戸市
兼田 暁子 ｶﾈﾀﾞ ｱｷｺ 01:08:56239 D1258 藤井寺市
宮崎洋子 ﾐﾔｻﾞｷﾖｳｺ 01:09:06240 D1208 西宮市
森前 あすか ﾓﾘﾏｴ ｱｽｶ 01:09:13241 D1239 八尾市
北村 祥子 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｺ 01:09:17242 D1321 芦屋市
宮本 三貴子 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷｺ 01:09:18243 D944 たつの市
中谷 みゆき ﾅｶﾀﾆ ﾐﾕｷ 01:09:22244 C851 芦屋市
樫原 生良々 ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾗ 01:09:24245 C848 芦屋市
加藤 すえ子 ｶﾄｳ ｽｴｺ 01:09:24246 D1365 神戸市
西尾 美穂 ﾆｼｵ ﾐﾎ 01:09:34247 D1193 神戸市
今井 悦子 ｲﾏｲ ｴﾂｺ 01:09:37248 D1074 西宮市
有馬 由紀子 ｱﾘﾏ ﾕｷｺ 01:09:44249 D1350 尼崎市
名古 裕子 ﾅｺ ﾋﾛｺ 01:10:15250 C742 西宮市
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颯波 浩子 ｻｯﾊﾟ ﾋﾛｺ 01:10:22251 D1151 大阪市
廣畑 早苗 ﾋﾛﾊﾀ ｻﾅｴ 01:10:22252 D1117 堺市
鈴木 直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 01:10:22253 D1026 宝塚市
岡本 敦美 ｵｶﾓﾄ ｱﾂﾐ 01:10:31254 D991 芦屋市
岡本 亜希子 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ 01:10:33255 B588 三島郡
北川 千賀 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁｶ 01:10:34256 D1358 大阪市
澁谷 良子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳｺ 01:10:35257 D1076 門真市
今泉 ゆか ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｶ 01:10:41258 D937 大阪市
宮崎 嘉恵 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｴ 01:10:45259 C745 大阪市
正司 綾子 ｼｮｳｽ ｱﾔｺ 01:10:50260 D1197 芦屋市
小田 陽子 ｵﾀﾞ ﾖｳｺ 01:10:53261 D1135 宝塚市
和田 みち代 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾖ 01:10:55262 D1137 豊中市
加登 美季 ｶﾄｳ ﾐｷ 01:11:07263 C607 大阪市
山本 久美子 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ 01:11:16264 D1165 吹田市
高木 美保子 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎｺ 01:11:17265 D987 神戸市
山脇 幸恵 ﾔﾏﾜｷ ﾕｷｴ 01:11:28266 D1148 池田市
太田 直美 ｵｵﾀ ﾅｵﾐ 01:11:40267 D1143 大阪市
中村直 ﾅｶﾑﾗﾅｵ 01:12:01268 D1345 枚方市
谷口 由美 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾐ 01:12:05269 D1115 神戸市
山下 絵里香 ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｶ 01:12:06270 D1389 神戸市
杉本 和子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｺ 01:12:09271 D1315 西宮市
伊藤 京子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 01:12:28272 D1261 京都市
甲斐 美恵子 ｶｲ ﾐｴｺ 01:12:30273 D1002 西宮市
内藤 恵美 ﾅｲﾄｳ ｴﾐ 01:12:33274 C755 岡山市
佐川　 加容 ｻｶﾞﾜ ｶﾖ 01:12:39275 C740 大阪市
佐古 美保 ｻｺ ﾐﾎ 01:12:45276 B449 大阪市
江口 和賀 ｴｸﾞﾁ ﾜｶ 01:12:52277 D1266 堺市
実熊 円 ﾐｸﾏ ﾏﾄﾞｶ 01:12:52278 B433 神戸市
山本 幸代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 01:13:13279 D946 尼崎市
寺坂 智子 ﾃﾗｻｶ ﾄﾓｺ 01:13:19280 D1334 尼崎市
塩崎 ナンシー ｼｵｻｷ ﾅﾝｼｰ 01:13:26281 D1282 西宮市
金光 裕美 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾛﾐ 01:13:37282 D1294 京都市
高畑 かおる ﾀｶﾊﾀ ｶｵﾙ 01:13:40283 D1299 神戸市
島尾 百合子 ｼﾏｵ ﾕﾘｺ 01:13:52284 D1263 神戸市
新田 久仁子 ﾆｯﾀ ｸﾆｺ 01:14:04285 D1366 尼崎市
菊谷 早苗 ｷｸﾀﾆ ｻﾅｴ 01:14:11286 D1301 芦屋市
眞倉 宏美 ﾏｸﾗ ﾋﾛﾐ 01:14:20287 D1080 神戸市
田中 眞知子 ﾀﾅｶ ﾏﾁｺ 01:14:28288 D1398 札幌市
橋村 志都 ﾊｼﾑﾗ ｼｽﾞ 01:14:32289 C849 芦屋市
砂田 順子 ｽﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 01:14:50290 D1005 神戸市
藤原 奈菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 01:14:59291 D1369 大阪市
國頭 あさひ ｸﾆﾄｳ ｱｻﾋ 01:15:03292 D1372 泉佐野市
宮城 有紀 ﾐﾔｷﾞ ﾕｷ 01:15:24293 C739 神戸市
川村 真知子 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾁｺ 01:15:25294 B451 西宮市
梶山 やよい ｶｼﾞﾔﾏ ﾔﾖｲ 01:15:41295 D1257 宝塚市
高 嵐 ｺｳ ﾗﾝ 01:16:34296 D1337 神戸市
山下 清美 ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾐ 01:16:41297 D1070 橋本市
吉良 絵里 ｷﾗ ｴﾘ 01:16:45298 D1170 大阪市
荒木 卓子 ｱﾗｷ ﾀｶｺ 01:16:46299 D1295 神戸市
佐々木 実子 ｻｻｷ ﾐﾂｺ 01:16:56300 D1353 西宮市
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川端　優美子 ｶﾜｻｷ ﾕﾐｺ 01:16:59301 D981 大阪市
植田 妙子 ｳｴﾀﾞ ﾀｴｺ 01:17:31302 D1385 明石市
安田 睦子 ﾔｽﾀﾞ ﾁｶｺ 01:17:32303 D1072 神戸市
宮田 美香 ﾐﾔﾀ ﾐｶ 01:17:50304 D1190 神戸市
十河 和恵 ｿｺﾞｳ ｶｽﾞｴ 01:17:50305 C900 神戸市
浅利 房子 ｱｻﾘ ﾌｻｺ 01:17:50306 D1073 神戸市
白勺 敬子 ｼﾗｸ ｹｲｺ 01:19:20307 D1325 明石市
羽根田 花奈 ﾊﾈﾀﾞ ｶﾅ 01:19:24308 D1194 神戸市
桑山 真美子 ｸﾜﾔﾏ ﾏﾐｺ 01:19:25309 D1164 大東市
石田 真佐代 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖ 01:19:54310 D1352 芦屋市
吉田 香織 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 01:20:19311 D1089 吹田市
福垣 真智子 ﾌｸｶﾞｷ ﾏﾁｺ 01:20:23312 D1256 神戸市
高橋 あいり ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ 01:20:35313 D1305 大阪市
市川 祐子 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｺ 01:20:57314 B583 尼崎市
松木 万恵 ﾏﾂｷ ｶｽﾞｴ 01:21:05315 D1351 大阪市
貞山 良子 ｻﾀﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺ 01:21:08316 D1083 神戸市
遠藤 美佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｶ 01:21:35317 D1113 西宮市
安村 明美 ﾔｽﾑﾗ ｱｹﾐ 01:21:58318 D1335 高槻市
木嶋 真紀子 ｷｼﾞﾏ ﾏｷｺ 01:22:08319 D1338 姫路市
吉井 順子 ﾖｼｲ ｼﾞｭﾝｺ 01:22:55320 D1340 芦屋市
田中 玲子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ 01:23:00321 D1198 京都市
稲積 真保 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾏﾎ 01:23:15322 D1367 神戸市
永井 朱美 ﾅｶﾞｲ ｱｹﾐ 01:23:15323 D1302 姫路市
岩田 洋子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 01:23:15324 D1311 神戸市
久野 文 ﾋｻﾉ ｱﾔ 01:23:17325 C738 神戸市
北尾 真歩 ｷﾀｵ ﾏﾎ 01:24:19326 D1234 生駒市
細谷 ゆかり ﾎｿﾀﾆ ﾕｶﾘ 01:24:42327 D1096 箕面市
須藤 桂子 ｽﾄﾞｳ ｹｲｺ 01:25:26328 D1205 神戸市
八木橋 奈都子 ﾔｷﾞﾊｼ ﾅﾂｺ 01:26:06329 A292 大阪市
佐川 真紀 ｻｶﾞﾜ ﾏｷ 01:26:10330 C794 大阪市
山口 美輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷ 01:26:46331 D1374 枚方市
佐竹 奈都子 ｻﾀｹ ﾅﾂｺ 01:27:15332 D1332 三木市
林 雅子 ﾊﾔｼ ﾏｻｺ 01:27:38333 D1262 京都市
町田 伸江 ﾏﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｴ 01:30:28334 D1196 芦屋市
田口 由美子 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 01:48:48335 D1293 神戸市
竹田 こずえ ﾀｹﾀﾞ ｺｽﾞｴ 02:22:19336 D1112 芦屋市
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浅見 義之 ｱｻﾐ ﾖｼﾕｷ 01:13:501 A2005 八頭郡
森 和彦 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋｺ 01:14:522 A2006 大和郡山
谷口 隆司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 01:15:413 A2013 姫路市
薮谷 幸治 ﾔﾌﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ 01:15:474 A2008 交野市
河合 健一 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁ 01:15:515 A2045 芦屋市
堀上 賢二 ﾎﾘｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 01:15:556 A2020 神戸市
新谷 彰宏 ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 01:16:007 A2003 枚方市
米村 昌晋 ﾖﾈﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:16:198 A2011 丹波篠山
宮原 浩由 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾖｼ 01:16:239 A2012 鈴鹿市
西川 誠 ﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ 01:17:0710 A2014 生駒市
橋本 欣哉 ﾊｼﾓﾄ ｷﾝﾔ 01:17:4211 A2015 貝塚市
本山 義樹 ﾓﾄﾔﾏ ﾖｼｷ 01:18:0912 A2021 明石市
田尻 貴雄 ﾀｼﾞﾘ ﾀｶｵ 01:18:1913 A2004 交野市
鈴東 健太 ｽｽﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 01:19:1414 A2023 神戸市
藤原 浩之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 01:19:4915 A2043 神戸市
小野寺 毅 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 01:20:3416 A2018 西宮市
黒田 史法 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ 01:20:4717 A2030 姫路市
井若 義徳 ｲﾜｶ ﾖｼﾉﾘ 01:20:5518 A2042 神戸市
藤原 和則 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 01:21:0219 D3225 神戸市
坂本 岳史 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 01:21:2220 A2056 神戸市
牧 隆二 ﾏｷ ﾘﾕｳｼﾞ 01:21:2721 A2017 福知山市
島津 光雄 ｼﾏﾂﾞ ﾐﾂｵ 01:21:3622 A2025 枚方市
岡 靖朗 ｵｶ ﾔｽｱｷ 01:21:5123 A2019 池田市
船田 雅之 ﾌﾅﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 01:21:5624 A2037 西宮市
谷口 茂 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 01:21:5725 A2084 揖保郡
山口 信之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:21:5726 A2029 栗東市
砂川 正人 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 01:21:5927 A2069 明石市
須藤 尚哉 ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 01:22:0028 A2180 姫路市
宮本 定樹 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ 01:22:0929 A2027 守口市
宮脇 信行 ﾐﾔﾜｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:22:4130 A2033 川西市
阪本 智彦 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 01:22:4431 A2040 香芝市
市井 禎人 ｲﾁｲ ﾖｼﾋﾄ 01:22:5732 A2009 神戸市
車田 善紀 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 01:23:0833 A2026 生駒市
花田 順一 ﾊﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:23:1034 A2094 箕面市
吉田 幸司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 01:23:1335 A2073 西宮市
永森 光康 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾐﾂﾔｽ 01:23:1636 A2058 京都市
塩飽 真之 ｼﾜｸ ﾏｻﾕｷ 01:23:2637 A2053 神戸市
栗原 克己 ｸﾘﾊﾗ ｶﾂﾐ 01:23:4338 A2044 神戸市
猿橋 力夫 ｻﾙﾊｼ ﾘｷｵ 01:23:5439 A2060 西宮市
北野 公雄 ｷﾀﾉ ｷﾐｵ 01:23:5540 A2054 高槻市
藤原 亮太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 01:24:0641 A2050 三島郡
坂東 庸介 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 01:24:4242 A2055 大阪市
花登 弘和 ﾊﾅﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 01:25:2243 A2113 神戸市
安田 育弘 ﾔｽﾀﾞ ｲｸﾋﾛ 01:25:2944 A2103 西宮市
丸山 一幸 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 01:25:5645 A2099 芦屋市
吉田 耕芳 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾖｼ 01:26:1446 A2031 神戸市
山田 和信 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 01:26:2047 A2032 東大阪市
野方 誠 ﾉｶﾀ ﾏｺﾄ 01:26:3848 A2110 大津市
酒井 慎也 ｻｶｲ ｼﾝﾔ 01:26:4849 A2066 尼崎市
吹原 成治 ﾌｷﾊﾗ ｼｹﾞﾊﾙ 01:27:1650 A2082 神戸市

Print : 2022/04/10 16:01:43 24 / 55 ページ Official Timer & Result By Team-K



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) ネット記録

2022芦屋さくらﾌｧﾝﾗﾝ  (種目別） 2022年4月10日

男子ﾏｽﾀ-ｽﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

住　所

神尾 崇史 ｶﾐｵ ﾀｶｼ 01:27:2051 A2071 神戸市
岸本 昌和 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 01:27:3052 A2064 明石市
黒川 敦史 ｸﾛｶﾜ ｱﾂｼ 01:27:3653 A2102 堺市
片山 雅勝 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾀﾞｶﾂ 01:28:0154 A2087 加古川市
広瀬 秀樹 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞｷ 01:28:3455 A2057 三木市
松尾 弥太郎 ﾏﾂｵ ﾔﾀﾛｳ 01:28:3656 A2041 大阪市
廣瀬 有佐 ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 01:28:3857 A2132 大阪市
木下 廣之 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:28:4258 A2153 芦屋市
水嶋 勝 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾙ 01:28:4459 A2077 守口市
 相澤 みさき ｱｲｻﾞﾜ ﾐｻｷ 01:28:4960 A2155 芦屋市
山下 雅彦 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋｺ 01:29:1161 A2104 大津市
村田　慎一 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ 01:29:2062 A2095 城陽市
堤 伸浩 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01:29:2463 A2101 大阪市
今吉 学 ｲﾏﾖｼ ﾏﾅﾌﾞ 01:29:2464 A2067 神戸市
瀬川 悟 ｾｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 01:29:2465 A2129 芦屋市
黒光 満 ｸﾛﾐﾂ ﾐﾂﾙ 01:29:5866 A2114 大阪市
船岡 洋 ﾌﾅｵｶ ﾋﾛｼ 01:30:0667 A2072 芦屋市
北田 俊英 ｷﾀﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 01:30:2268 A2144 神戸市
中野 義人 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾄ 01:30:2469 A2115 大阪市
亀田 仁 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾄｼ 01:30:2770 A2124 神戸市
谷尾 浩一 ﾀﾆｵ ﾋﾛｶｽﾞ 01:30:4071 A2191 尾道市
船谷 裕司 ﾌﾅﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 01:30:4072 A2146 芦屋市
藤川 健都 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾄ 01:30:4373 A2162 神戸市
山形 裕彦 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 01:30:4774 A2142 大阪市
横田 仁 ﾖｺﾀ ﾋﾄｼ 01:30:4775 A2086 豊橋市
藤田 和彦 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 01:30:4776 A2088 大飯郡
藤井 善豪 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｺﾞｳ 01:30:4777 A2049 京都市
江種 正樹 ｴｸﾞｻ ﾏｻｷ 01:30:5178 A2187 福山市
松山 多佳志 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶｼ 01:31:0779 A2184 西宮市
井上 克哉 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾔ 01:31:1180 A2178 明石市
右近 浩幸 ｳｺﾝ ﾋﾛﾕｷ 01:31:1281 A2177 神戸市
新井 重治 ﾆｲ ｼｹﾞﾊﾙ 01:31:1482 A2181 大阪市
桝本 学 ﾏｽﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 01:31:1883 A2038 西宮市
須山 弘之 ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 01:31:4584 A2196 豊中市
名田 雄祐 ﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 01:31:5285 A2137 神戸市
宮本 直樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 01:32:1586 A2090 たつの市
高橋 良典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 01:32:1887 A2122 神戸市
多田 和弘 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 01:32:2988 A2125 神戸市
白石 圭二 ｼﾗｲｼ ｹｲｼﾞ 01:32:3389 A2109 松原市
玉谷 哲郎 ﾀﾏﾀﾆ ﾃﾂﾛｳ 01:32:3590 A2051 姫路市
山口 英夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 01:32:3791 A2091 伊丹市
岩田 知和 ｲﾜﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 01:33:0192 A2070 西宮市
八田 昌之 ﾊｯﾀ ﾏｻﾕｷ 01:33:0693 C2631 茨木市
大塚 保孝 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾀｶ 01:33:0694 A2166 加古川市
濱田 恭彰 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｱｷ 01:33:0895 A2065 姫路市
田岡 勝洋 ﾀｵｶ ｶﾂﾋﾛ 01:33:1596 A2173 大阪市
岡本 卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 01:33:1697 A2200 明石市
京面 伺吾 ｷｮｳﾒﾝ ｼﾝｺﾞ 01:33:2298 A2204 宝塚市
片岡 真一 ｶﾀｵｶ ｼﾝｲﾁ 01:33:2399 A2112 西宮市
重本 武男 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｹｵ 01:33:24100 A2138 高槻市
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中村 正直 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾅｵ 01:33:42101 A2224 西宮市
河那辺 豊 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 01:33:44102 B2363 神戸市
太田 真司 ｵｵﾀ ｼﾝｼﾞ 01:33:45103 A2118 生駒市
久米 寛一 ｸﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 01:33:52104 A2198 高槻市
白須 直喜 ｼﾗｽ ﾅｵｷ 01:33:59105 A2214 芦屋市
松田 孝久 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 01:34:02106 A2227 神戸市
水野 隆志 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｼ 01:34:05107 A2141 芦屋市
木村 聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 01:34:08108 A2120 神戸市
高橋 三春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 01:34:26109 A2175 小牧市
日向 剛 ﾋｭｳｶﾞ ﾂﾖｼ 01:34:46110 A2195 大阪市
葦田 功 ｱｼﾀﾞ ｲｻｵ 01:34:50111 A2241 西宮市
伏木 篤人 ﾌｼｷ ｱﾂﾋﾄ 01:34:54112 A2092 大東市
菊池 裕彦 ｷｸﾁ ﾋﾛﾋｺ 01:35:03113 A2164 神戸市
広川 興作 ﾋﾛｶﾜ ｺｳｻｸ 01:35:05114 A2205 西宮市
藤原 誠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 01:35:06115 A2172 芦屋市
金井 孝 ｶﾅｲ ﾀｶｼ 01:35:10116 A2098 尼崎市
吉末 謙二 ﾖｼｽｴ ｹﾝｼﾞ 01:35:21117 A2226 芦屋市
中村　 輝彦 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ 01:35:24118 A2105 宝塚市
中谷 俊之 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 01:35:26119 A2199 加古郡
山元 博史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:35:36120 A2222 西宮市
川中 和幸 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 01:35:37121 A2078 大阪市
戸澤 真司 ﾄｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 01:35:46122 A2296 神戸市
堀田 雅 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 01:35:58123 A2249 京都市
福地 慎一 ﾌｸﾁ ｼﾝｲﾁ 01:36:00124 B2370 西宮市
吉冨 武志 ﾖｼﾄﾐ ﾀｹｼ 01:36:07125 A2190 姫路市
山下 和志 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｼ 01:36:07126 A2119 神戸市
荻野 仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ 01:36:15127 A2258 明石市
今田 雅巳 ｲﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 01:36:17128 B2368 神戸市
川崎 基生 ｶﾜｻｷ ﾓﾄｵ 01:36:25129 B2353 西宮市
鈴木 久男 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 01:36:29130 A2232 岸和田市
中本 新一 ﾅｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 01:36:53131 B2385 富士市
栗原 正城 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｼﾛ 01:36:54132 A2074 奈良市
新谷 義章 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼｱｷ 01:37:00133 B2471 神戸市
岡田 夏来 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ 01:37:04134 A2028 摂津市
辻 貴浩 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:37:04135 A2168 大阪市
東 勲 ｱｽﾞﾏ ｲｻｵ 01:37:05136 A2106 西宮市
高原 徹 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾙ 01:37:11137 A2165 神戸市
河竹 良一 ｶﾜﾀｹ ﾘｮｳｲﾁ 01:37:32138 A2202 吹田市
黒岩 浩之 ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾕｷ 01:37:37139 A2244 高槻市
小杉 正行 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ 01:37:46140 B2349 豊能郡
池澤 幸一 ｲｹｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 01:37:46141 A2117 西宮市
山邊 基博 ﾔﾏﾍﾞ ﾓﾄﾋﾛ 01:37:52142 A2216 宝塚市
ウイリアムズ ジ ｳｲﾘｱﾑｽﾞ ｼﾞｮﾝ 01:37:53143 A2111 精華町
田守 洋介 ﾀﾓﾘ ﾖｳｽｹ 01:37:55144 A2158 堺市
角田 浩一郎 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 01:37:57145 A2210 神戸市
古賀 徹 ｺｶﾞ ﾄｵﾙ 01:38:01146 A2107 芦屋市
荒川 伸夫 ｱﾗｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 01:38:03147 A2179 芦屋市
内田 清貴 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 01:38:11148 A2108 神戸市
時本 勝也 ﾄｷﾓﾄ ｶﾂﾔ 01:38:24149 A2016 尼崎市
久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 01:38:32150 A2268 神戸市
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大池 和幸 ｵｵｲｹ ｶｽﾞﾕｷ 01:38:40151 A2193 伊丹市
大塚 俊幸 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾕｷ 01:38:43152 A2218 芦屋市
門屋 史明 ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ 01:38:47153 A2150 神戸市
石黒 賢 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｼ 01:38:58154 A2183 神戸市
藤原 康博 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ 01:39:00155 B2407 豊中市
森田 聡 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 01:39:03156 A2237 綾部市
山田 正人 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 01:39:08157 A2127 浦安市
田中 朋之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 01:39:11158 A2174 京都市
高山 清高 ﾀｶﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 01:39:11159 A2145 芦屋市
龍竹 武 ﾘｮｳﾁｸ ﾀｹｼ 01:39:13160 B2365 神戸市
永倉　栄一 ﾅｶﾞｸﾗ ｴｲｲﾁ 01:39:19161 B2423 西宮市
片原 司 ｶﾀﾊﾗ ﾂｶｻ 01:39:24162 A2128 西宮市
岸元 克巳 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾐ 01:39:25163 A2255 伊丹市
薗畑 敦史 ｿﾉﾊﾀ ｱﾂｼ 01:39:31164 A2143 明石市
竹中 隆司 ﾀｹﾅｶ ﾀｶｼ 01:39:32165 A2266 京都市
佐藤 豊文 ｻﾄｳ ﾄﾖﾌﾐ 01:39:45166 A2250 神戸市
上田 信吾 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 01:39:59167 B2484 守口市
川北 寿親 ｶﾜｷﾀ ﾄｼﾁｶ 01:40:00168 A2272 津市
野島 寛 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 01:40:01169 A2035 芦屋市
北條 泰光 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｽﾐﾂ 01:40:03170 A2253 八尾市
桑田 直樹 ｸﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 01:40:16171 C2873 大阪市
北垣 徹 ｷﾀｶﾞｷ ﾄｵﾙ 01:40:23172 B2330 芦屋市
辻野 友彦 ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓﾋｺ 01:40:24173 A2242 枚方市
赤塚 元 ｱｶﾂｶ ﾊｼﾞﾒ 01:40:29174 A2239 津市
塩野 国男 ｼｵﾉ ｸﾆｵ 01:40:33175 B2398 神戸市
岡本 岳則 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 01:40:38176 A2206 大阪市
高桑 栄次 ﾀｶｸﾜ ｴｲｼﾞ 01:40:38177 B2485 宝塚市
藤満 康晴 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾔｽﾊﾙ 01:40:41178 A2203 神戸市
佐藤 幹彦 ｻﾄｳ ﾐｷﾋｺ 01:40:45179 A2160 西宮市
藤田 和夫 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｵ 01:40:47180 B2311 大阪市
盛田 秀朗 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 01:41:11181 A2223 大阪市
吉田 和照 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾃﾙ 01:41:13182 B2572 神戸市
竹野内 淳志 ﾀｹﾉｳﾁ ｱﾂｼ 01:41:13183 A2034 大阪市
森田 進 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ 01:41:18184 A2081 神戸市
大谷 忍 ｵｵﾔ ｼﾉﾌﾞ 01:41:22185 B2341 神戸市
牧平 和志 ﾏｷﾋﾗ ｶｽﾞｼ 01:41:22186 B2333 茨木市
橋本 雄一 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 01:41:30187 A2279 伊丹市
藤井 栄治 ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ 01:41:32188 B2364 尼崎市
横山 勇一郎 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 01:41:33189 B2334 小山市
田村　 好史 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 01:41:34190 A2251 高槻市
石戸 泰行 ｲｼﾄﾞ ﾔｽﾕｷ 01:41:47191 D3175 神戸市
横田 健太郎 ﾖｺﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 01:42:05192 A2130 札幌市
時松 岳哲 ﾄｷﾏﾂ ﾀｹﾉﾘ 01:42:16193 A2185 西宮市
山口 虎男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾗｵ 01:42:18194 A2230 大阪市
田村 元起 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 01:42:20195 A2267 京都市
高橋 力 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 01:42:21196 B2390 富田林市
中谷 健太郎 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 01:42:25197 D3294 西宮市
荒木 一夫 ｱﾗｷ ｶｽﾞｵ 01:42:28198 B2397 宝塚市
田中 成哉 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 01:42:28199 A2248 神戸市
佐々木 貴啓 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 01:42:32200 B2367 天理市
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長濱 史朗 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾛｳ 01:42:33201 A2161 西宮市
青木 崇 ｱｵｷ ﾀｶｼ 01:42:34202 B2468 高槻市
西村 一夫 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｵ 01:42:39203 A2259 神戸市
岡本 泰和 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 01:42:41204 A2147 松原市
志賀 雄一 ｼｶﾞ ﾕｳｲﾁ 01:42:45205 B2378 日立市
林 健 ﾊﾔｼ ｹﾝ 01:42:46206 A2282 枚方市
牛尾 智徳 ｳｼｵ ﾄｼﾉﾘ 01:42:48207 A2176 堺市
衣笠 新也 ｷﾇｶﾞｻ ｼﾝﾔ 01:42:50208 B2405 たつの市
足立 満徳 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾉﾘ 01:42:53209 B2476 岡山市
田中 善之 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 01:42:56210 A2275 草津市
田中 靖大 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 01:43:02211 B2448 池田市
種平 謙二 ﾀﾈﾋﾗ ｹﾝｼﾞ 01:43:17212 A2208 神戸市
Ｍａｒｋ Ｂｏｈａｎ ﾏｰｸ ﾎﾞｰﾊﾝ 01:43:20213 A2156 高槻市
岡崎 好文 okazaki yoshifu 01:43:26214 B2396 三田市
杉野 まこと ｽｷﾞﾉ ﾏｺﾄ 01:43:32215 D2911 芦屋市
小松 芳行 ｺﾏﾂ ﾖｼﾕｷ 01:43:32216 C2616 伊丹市
三田 博史 ｻﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 01:43:49217 A2134 芦屋市
前田 洋一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 01:43:57218 A2254 大阪市
植木 洋臣 ｳｴｷ ﾋﾛﾄﾐ 01:44:10219 B2342 芦屋市
塙 洋二 ﾊﾅﾜ ﾖｳｼﾞ 01:44:23220 B2532 神戸市
高橋 努 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 01:44:25221 A2286 京都市
植田 敏之 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01:44:38222 A2059 明石市
岩本 輝明 ｲﾜﾓﾄ ﾃﾙｱｷ 01:44:42223 B2443 豊中市
阪田 晋一 ｻｶﾀ ｼﾝｲﾁ 01:44:43224 C2843 尼崎市
岡村 昌毅 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ 01:44:44225 B2474 宇治市
赤山 賢次 ｱｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 01:44:49226 A2281 富田林市
久田 健一 ﾋｻﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 01:44:49227 B2381 安城市
鉄本 善久 ﾃﾂﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 01:44:53228 B2343 富田林市
牛島 光次 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂｼﾞ 01:44:58229 B2429 大東市
原田 哲也 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾂﾔ 01:45:01230 B2317 明石市
大森 伸一 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 01:45:05231 A2225 西宮市
田中 幹大 ﾀﾅｶ ﾐｷﾋﾛ 01:45:06232 A2157 神戸市
田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:45:07233 B2431 三木市
福山 朋賴 ﾌｸﾔﾏ ﾄﾓﾖﾘ 01:45:09234 B2533 尼崎市
山本 康司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 01:45:17235 B2386 神戸市
南 勝雄 ﾐﾅﾐ ｶﾂｵ 01:45:24236 B2384 神戸市
高瀬 浩嗣 ﾀｶｾ ﾋﾛﾂｸﾞ 01:45:25237 B2408 尼崎市
窪 秀樹 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｷ 01:45:32238 B2481 大阪市
塩田 敦史 ｼｵﾀ ｱﾂｼ 01:45:42239 B2306 神戸市
宮崎 崇史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 01:45:44240 B2439 姫路市
中田 浩司 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼ 01:45:52241 B2413 神戸市
小谷 浩 ｺﾀﾆ ﾋﾛｼ 01:45:54242 B2467 尼崎市
岡田 博之 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:46:01243 B2596 京都市
深尾 雅章 ﾌｶｵ ﾏｻｱｷ 01:46:04244 A2246 寝屋川市
坂本 秀樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 01:46:08245 B2449 橿原市
杉岡 秀哉 ｽｷﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾔ 01:46:14246 B2388 西脇市
小林 昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 01:46:16247 C2880 高槻市
山田 雅之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 01:46:23248 B2301 神戸市
佐立 弘一 ｻﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ 01:46:29249 B2442 池田市
竹田 健太 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 01:46:33250 B2589 神戸市
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中尾 淳 ﾅｶｵ ｱﾂｼ 01:46:35251 B2373 神戸市
園田 俊彦 ｿﾉﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 01:46:36252 A2151 枚方市
古池 一憲 ｺｲｹ ｶｽﾞﾉﾘ 01:46:43253 B2472 西宮市
本多 章浩 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 01:46:50254 B2507 神戸市
田内 誠 ﾀｳﾁ ﾏｺﾄ 01:46:57255 C2615 神戸市
波岡 健治 ﾅﾐｵｶ ｹﾝｼﾞ 01:47:06256 A2170 神戸市
中村 光則 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ 01:47:16257 C2613 大阪市
嵐 英人 ｱﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ 01:47:20258 A2211 栗東市
糸山 保 ｲﾄﾔﾏ ﾀﾓﾂ 01:47:24259 B2580 神戸市
日野 健一 ﾋﾉ ｹﾝｲﾁ 01:47:27260 A2270 吹田市
今岡 俊吾 ｲﾏｵｶ ｼｭﾝｺﾞ 01:47:29261 B2511 芦屋市
清原 克巳 ｷﾖﾊﾗ ｶﾂﾐ 01:47:31262 A2188 藤井寺市
古門 弘行 ｺｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:47:32263 B2351 阪南市
藤原 和樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 01:47:33264 C2892 加古川市
中瀬 亨 ﾅｶｾ ﾄｵﾙ 01:47:33265 B2387 豊中市
北島 啓充 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ 01:47:33266 B2469 茨木市
奥保 真一 ｵｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ 01:47:34267 C2867 大阪市
財田 義之 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 01:47:35268 A2276 西宮市
吉川 晃二 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 01:47:36269 A2212 芦屋市
福井 悟史 ﾌｸｲ ｻﾄｼ 01:47:36270 B2475 尼崎市
塩田 雅樹 ｼｵﾀ ﾏｻｷ 01:47:38271 B2393 芦屋市
森 俊和 ﾓﾘ ﾄｼｶｽﾞ 01:47:40272 B2335 茨木市
伊藤 文男 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 01:47:42273 B2332 大阪市
山岡 良久 ﾔﾏｵｶ ﾖｼﾋｻ 01:47:42274 B2520 京都市
平田 晴洋 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾋﾛ 01:47:44275 B2499 西宮市
長田 大樹 ｵｻﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ 01:47:45276 B2425 大阪市
倉掛 誠一 ｸﾗｶｹ ｾｲｲﾁ 01:47:45277 C2801 神戸市
久保田 晃弘 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 01:47:45278 B2576 大阪市
長沼 宏明 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛｱｷ 01:47:50279 A2299 西宮市
前澤 弘明 ﾏｴｻﾜ ｺｳﾒｲ 01:47:55280 B2424 神戸市
北 幸広 ｷﾀ ﾕｷﾋﾛ 01:47:55281 C2658 高砂市
堀江 正寛 ﾎﾘｴ ﾏｻﾋﾛ 01:47:58282 B2582 寝屋川市
吉本 智 ﾖｼﾓﾄ ｻﾄｼ 01:48:03283 B2455 神戸市
相原 和志 ｱｲﾊﾞﾗ ｶｽﾞｼ 01:48:03284 C2796 西宮市
平尾 嘉章 ﾋﾗｵ ﾖｼｱｷ 01:48:05285 D3302 姫路市
中嶋 賢一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 01:48:06286 A2219 神戸市
木村 信雄 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 01:48:06287 A2238 相楽郡
坂本 雄一 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 01:48:06288 A2247 兵庫県西
根岸 民雄 ﾈｷﾞｼ ﾀﾐｵ 01:48:07289 C2871 川辺郡
藤野 浩史 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｼ 01:48:11290 B2350 大阪市
青山 忠生 ｱｵﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 01:48:11291 B2444 茨木市
田中 誠治 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 01:48:12292 B2375 芦屋市
西川 勉 ﾆｼｶﾜ ﾂﾄﾑ 01:48:15293 B2426 神戸市
山本 道彰 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁｱｷ 01:48:15294 B2376 芦屋市
村山 二郎 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 01:48:16295 C2604 西宮市
永井 英威 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾀｹ 01:48:16296 A2236 西宮市
前田 悟 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 01:48:16297 C2720 富田林市
野口 健治 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 01:48:22298 A2273 加古川市
稲舘 義信 ｲﾅﾀﾞﾃ ﾖｼﾉﾌﾞ 01:48:24299 A2182 大阪市
牟田 敏晃 ﾑﾀ ﾄｼｱｷ 01:48:28300 C2742 広島市
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坂本 純一 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:48:28301 B2328 加古川市
鈴木 聖一郎 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 01:48:29302 C2833 豊中市
三木 裕治 ﾐｷ ﾕｳｼﾞ 01:48:32303 B2404 吹田市
池崎 光恭 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾂﾔｽ 01:48:39304 B2539 西宮市
稲田 孝成 ｲﾅﾀﾞ ﾀｶｼｹﾞ 01:48:43305 B2433 大津市
安田 智彦 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 01:48:55306 B2316 西宮市
中島 壯 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 01:48:58307 B2357 北葛城郡
蜂須賀 三紀雄 ﾊﾁｽｶ ﾐｷｵ 01:49:00308 B2534 神戸市
保坂 和拓 ﾎｻｶ ｶｽﾞﾋﾗ 01:49:02309 B2406 西宮市
高橋 和哉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 01:49:02310 B2371 芦屋市
土井 剛 ﾄﾞｲ ﾂﾖｼ 01:49:07311 A2245 大阪市
大石 秀美 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞﾐ 01:49:10312 B2409 泉大津市
藤本 哲也 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 01:49:11313 B2587 八幡市
吉田 昌広 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 01:49:11314 B2594 神戸市
佐々木 達雄 ｻｻｷ ﾀﾂｵ 01:49:19315 B2454 西宮市
和田 清太郎 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾀﾛｳ 01:49:20316 B2314 加古川市
足立 恒三 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｿﾞｳ 01:49:27317 B2325 茨木市
大橋 洋 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 01:49:35318 B2391 京都市
平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 01:49:45319 B2382 高槻市
松本 吉正 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 01:49:55320 B2456 加古川市
磯崎　 健一郎 ｲｿｻﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01:49:55321 B2523 神戸市
小山 起久二 ｺﾔﾏ ｷｸｼﾞ 01:49:55322 A2152 大阪市
田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 01:50:06323 B2555 西宮市
山田 光一 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 01:50:06324 B2329 芦屋市
井上 敏章 ｲﾉｳｴ ﾄｼｱｷ 01:50:07325 A2287 芦屋市
大橋 進 ｵｵﾊｼ ｽｽﾑ 01:50:07326 C2808 芦屋市
土井 清司 ﾄﾞｲ ｷﾖｼ 01:50:07327 C2621 神戸市
米谷 卓 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 01:50:10328 B2366 高砂市
森口 金也 ﾓﾘｸﾞﾁ ｷﾝﾔ 01:50:12329 B2495 神戸市
勝間 一智 ｶﾂﾏ ｶｽﾞﾄﾓ 01:50:17330 B2482 神戸市
中村 一敏 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 01:50:18331 C2896 堺市
北村 真 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 01:50:18332 B2338 大阪市
西原 禎志 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 01:50:30333 A2126 倉敷市
酒井 正文 ｻｶｲ ﾏｻﾌﾞﾐ 01:50:42334 B2500 池田市
河合 昭彦 ｶﾜｲ ｱｷﾋｺ 01:50:42335 C2603 神戸市
山下 雅敏 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄｼ 01:50:48336 C2845 西宮市
上月 敦 ｺｳﾂﾞｷ ｱﾂｼ 01:50:50337 C2729 大阪市
田渕 敏章 ﾀﾌﾞﾁ ﾄｼｱｷ 01:50:52338 C2772 神戸市
由谷 逸朗 ﾕﾀﾆ ｲﾂﾛｳ 01:50:58339 B2516 富田林市
波多野 勝也 ﾊﾀﾉ ｶﾂﾔ 01:51:00340 C2630 大阪市
太田 誠三 ｵｵﾀ ｾｲｿﾞｳ 01:51:01341 A2131 高槻市
林 剛史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 01:51:06342 C2641 一宮市
岩村 稔 ｲﾜﾑﾗ ﾐﾉﾙ 01:51:06343 C2629 名古屋市
阿部 仁 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 01:51:09344 B2560 神戸市
仲井 信雄 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞｵ 01:51:25345 A2297 豊中市
三木 英作 ﾐｷ ｴｲｻｸ 01:51:28346 B2505 堺市
市田 俊博 ｲﾁﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 01:51:32347 B2372 芦屋市
福楽 淳博 ﾌｸﾗ ｱﾂﾋﾛ 01:51:33348 B2348 高槻市
大吉 健史 ｵｵﾖｼ ﾀｹｼ 01:51:36349 B2509 富田林市
青木 和彦 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 01:51:37350 D2912 枚方市
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岡元 裕一 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 01:51:37351 A2260 西宮市
上田 隆 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 01:51:40352 C2607 三田市
長瀬 圭司 ﾅｶﾞｾ ｹｲｼﾞ 01:51:42353 B2531 豊中市
吉田 雄三 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 01:51:44354 C2710 池田市
渡辺 隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 01:51:45355 C2655 芦屋市
田宮 雄介 ﾀﾐﾔ ﾕｳｽｹ 01:51:52356 B2544 木津川市
江原 重和 ｴﾊﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 01:51:53357 B2492 大阪市
永田 哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 01:51:53358 B2446 名張市
松丸 史郎 ﾏﾂﾏﾙ ｼﾛｳ 01:51:54359 B2477 大阪市
宮田 直宏 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾋﾛ 01:51:58360 C2696 岡山市
何 卿毓 ｶ ｷｮｳｲｸ 01:51:59361 C2676 西宮市
中 裕介 ﾅｶ ﾕｳｽｹ 01:52:00362 A2089 芦屋市
桂 慶全 ｶﾂﾗ ﾖｼｱｷ 01:52:01363 C2775 草津市
永田 昌之 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 01:52:09364 A2171 大阪市
山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 01:52:11365 B2480 芦屋市
川内 晃司 ｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ 01:52:20366 A2136 神戸市
中野 隆史 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 01:52:20367 B2420 芦屋市
酒井 雅人 ｻｶｲ ﾏｻﾄ 01:52:27368 C2661 西宮市
加藤 穣 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ 01:52:29369 D3032 神戸市
喜多 康之 ｷﾀ ﾔｽﾕｷ 01:52:30370 A2283 芦屋市
西岡 博一 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 01:52:32371 C2736 池田市
森山 綱宗 ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾅﾄｷ 01:52:35372 B2584 西宮市
井口 晴樹 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 01:52:36373 B2304 神戸市
久保 忠 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞｼ 01:52:39374 B2322 名寄市
足立 欣之 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 01:52:42375 A2284 神戸市
出羽 啓介 ﾃﾞﾜ ｹｲｽｹ 01:52:46376 B2508 神戸市
黒崎 秀人 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 01:52:47377 B2369 加古川市
亀田 俊幸 ｶﾒﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01:52:52378 B2326 神戸市
溝川 達男 ﾐｿﾞｶﾜ ﾀﾂｵ 01:52:52379 D3021 高槻市
奥村 良典 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 01:52:52380 C2635 枚方市
江川 裕雅 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ 01:52:54381 A2277 高槻市
酒井 基樹 ｻｶｲ ﾓﾄｷ 01:52:58382 B2464 加古郡
高田 臣也 ﾀｶﾀ ｼﾝﾔ 01:52:59383 C2645 宝塚市
岡 浩太郎 ｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 01:53:03384 A2234 三田市
奥林 克泰 ｵｸﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔｽ 01:53:05385 D2906 堺市
六車 賢悟 ﾑｸﾞﾙﾏ ｹﾝｺﾞ 01:53:05386 C2852 守口市
山本 雄二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 01:53:05387 B2345 京都市
小寺 徹郎 ｺﾃﾞﾗ ﾃﾂﾛｳ 01:53:10388 B2535 川崎市
白井 晃之 ｼﾗｲ ﾃﾙﾕｷ 01:53:16389 C2898 藤井寺市
松崎 仁 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞﾝ 01:53:17390 B2418 大阪市
松本 俊之 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 01:53:29391 C2632 神戸市
土井 祥敬 ﾄﾞｲ ﾖｼﾉﾘ 01:53:31392 A2261 尼崎市
井上 健吉 ｲﾉｳｴ ｹﾝｷﾁ 01:53:39393 B2459 大阪市
今村 敦剛 ｲﾏﾑﾗ ｱﾂﾖｼ 01:53:46394 D3089 神戸市
高木 智彦 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋｺ 01:53:52395 B2473 明石市
柏木 木誠二 ｶｼﾜｷﾞ ｾｲｼﾞ 01:54:02396 A2075 神戸市
渡邉 伸也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 01:54:06397 C2899 神戸市
矢内 健一郎 ﾔｳﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 01:54:06398 C2686 神戸市
吉川 保 ﾖｼｶﾜ ﾀﾓﾂ 01:54:14399 C2695 生駒市
武内 省三 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 01:54:14400 B2395 大阪市
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寺本 俊彦 ﾃﾗﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 01:54:30401 B2403 大津市
横内 道尊 ﾖｺｳﾁ ﾐﾁﾀｶ 01:54:31402 D3114 西宮市
今井 淳也 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ 01:54:40403 B2487 生駒市
服部 昭 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ 01:54:41404 C2691 米子市
近藤 忠稚 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｭｳｼﾞ 01:54:44405 A2093 京都市
玉田 隆士 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 01:54:47406 B2466 神戸市
木村 浩介 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 01:54:52407 B2581 西宮市
長谷川 嘉久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 01:54:53408 B2525 大阪市
間島 学 ﾏｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 01:54:55409 C2738 北葛城郡
釜口 博 ｶﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 01:54:55410 B2538 大阪市
中川 隆二 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 01:54:56411 B2401 宝塚市
阪口 昌弘 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 01:55:03412 B2489 枚方市
古林 武夫 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵ 01:55:06413 C2681 宝塚市
藤 彰吾 ﾌｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 01:55:07414 B2598 伊丹市
河村 秀昭 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 01:55:09415 D2952 春日井市
澁谷 浩行 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 01:55:11416 C2614 三木市
藤原 孝憲 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾉﾘ 01:55:13417 D2970 西宮市
佐藤 晴明 ｻﾄｳ ﾊﾙｱｷ 01:55:15418 C2644 神戸市
浅井 理男 ｱｻｲ ﾏｻｵ 01:55:20419 B2336 羽曳野市
西村 和宣 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 01:55:21420 B2567 西宮市
田岡 清 ﾀｵｶ ｷﾖｼ 01:55:21421 C2660 尼崎市
石井 利之 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 01:55:27422 B2494 芦屋市
川人 邦光 ｶﾜﾋﾄ ｸﾆﾐﾂ 01:55:29423 B2559 京都市
金田 宏則 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 01:55:29424 B2561 神戸市
善田 仁敏 ｾﾞﾝﾀ ﾋﾄｼ 01:55:29425 D2916 大阪市
杉田 哲也 ｽｷﾞﾀ ﾃﾂﾔ 01:55:32426 B2453 神戸市
松浦 豊二 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾖｼﾞ 01:55:33427 C2876 大阪市
守井 雅一 ﾓﾘｲ ﾏｻｶｽﾞ 01:55:36428 C2647 豊中市
上田 年彦 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 01:55:39429 C2802 西宮市
藪本 敦士 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 01:55:40430 A2288 芦屋市
諸岡 伸 ﾓﾛｵｶ ｼﾝ 01:55:45431 B2361 茨木市
恒岡 清文 ﾂﾈｵｶ ｷﾖﾌﾐ 01:55:46432 A2148 高石市
松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 01:55:55433 A2263 生駒郡
倉内 太 ｸﾗｳﾁ ﾄｵﾙ 01:55:57434 A2140 芦屋市
山田 幸二 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 01:55:58435 C2620 大阪市
米川 恭史 ﾖﾈｶﾜ ﾔｽﾌﾐ 01:56:00436 B2463 大津市
酒井 靖 ｻｶｲ ﾔｽｼ 01:56:09437 B2491 大阪市
宮本 勝利 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 01:56:12438 C2707 神戸市
森 達也 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ 01:56:14439 B2501 守口市
掛井 英司 ｶｹｲ ｴｲｼﾞ 01:56:15440 B2394 尼崎市
金堂 要 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 01:56:20441 A2233 神戸市
森山 幸二 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ 01:56:21442 B2595 豊中市
齋藤 修 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 01:56:21443 B2588 神戸市
野口 善作 ﾉｸﾞﾁ ｾﾞﾝｻｸ 01:56:25444 C2646 大阪市
矢追 徹 ﾔｵｲ ﾄｵﾙ 01:56:27445 A2217 西宮市
小寺 孝治 ｺﾃﾞﾗ ｺｳｼﾞ 01:56:36446 A2294 神戸市
中野 彰久 ﾅｶﾉ ｱｷﾋｻ 01:56:38447 A2213 神戸市
岸下 裕作 ｷｼｼﾀ ﾕｳｻｸ 01:56:44448 C2890 大阪市
横山 武司 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼﾞ 01:56:45449 D2995 大阪市
今村 徹 ｲﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ 01:56:46450 B2436 明石市
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岩上 日出晶 ｲﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 01:56:49451 B2543 芦屋市
八丁 信正 ﾊｯﾁｮｳ ﾉﾌﾞﾏｻ 01:56:51452 B2542 大和郡山
渡邊 陽史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｼﾞ 01:56:52453 A2271 生駒市
木村 真一 ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 01:56:53454 C2847 加古川市
井上 二郎 ｲﾉｳｴ ｼﾞﾛｳ 01:56:56455 C2694 西宮市
村田 貴英 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾃﾞ 01:56:58456 C2649 摂津市
中村 雅美 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 01:56:58457 B2577 川辺郡
角谷 直也 ｽﾐﾀﾆ ﾅｵﾔ 01:57:01458 B2493 神戸市
藤井 大三 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｿﾞｳ 01:57:07459 B2470 西宮市
脇田 和幸 ﾜｷﾀ ｶｽﾞﾕｷ 01:57:13460 C2669 西宮市
宮本 孝行 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 01:57:13461 A2280 西宮市
倉科 裕司 ｸﾗｼﾅ ﾕｳｼﾞ 01:57:14462 B2599 横浜市
岩倉 剛 ｲﾜｸﾗ ｺﾞｳ 01:57:16463 C2773 大阪市
榎本 好均 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ 01:57:17464 B2411 和泉市
松井 和昭 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 01:57:21465 C2702 西宮市
赤塚 雅人 ｱｶﾂｶ ﾏｻﾄ 01:57:23466 D3189 京都市
米山 正洋 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 01:57:25467 C2692 尼崎市
成瀬 哲夫 ﾅﾙｾ ﾃﾂｵ 01:57:29468 C2662 京都市
高橋 秀祐 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 01:57:29469 D2991 神戸市
梅田 宏行 ｳﾒﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:57:32470 B2451 大阪市
相沢 昌嗣 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 01:57:32471 C2675 西宮市
内山 実 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾉﾙ 01:57:33472 C2699 寝屋川市
十念 昭二 ｼﾞｭｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞ 01:57:34473 B2483 高槻市
池田 孝之 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 01:57:35474 C2678 宝塚市
榎本 昇司 ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 01:57:36475 D3291 和歌山市
宗見 敏宏 ｿｳﾐ ﾄｼﾋﾛ 01:57:51476 B2356 神戸市
井口 照茂 ｲｸﾞﾁ ﾃﾙｼｹﾞ 01:57:51477 B2435 尼崎市
大西 輝彦 ｵｵﾆｼ ﾃﾙﾋｺ 01:57:51478 D2933 神戸市
川崎 厚志 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ 01:57:52479 C2894 奈良市
菊永 哲也 ｷｸﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 01:57:57480 C2606 大阪市
村上 治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ 01:58:10481 C2624 伊丹市
村上 宜也 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞﾔ 01:58:12482 B2352 橿原市
平松 純人 ﾋﾗﾏﾂ ｽﾐﾄ 01:58:12483 C2663 枚方市
塚本 保 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾓﾂ 01:58:14484 D3015 宝塚市
中田 美津夫 ﾅｶﾀ ﾐﾂｵ 01:58:14485 C2844 芦屋市
一瀬 稔治 ｲﾁｾ ﾄｼﾊﾙ 01:58:17486 D3237 岸和田市
西部 達夫 ﾆｼﾍﾞ ﾀﾂｵ 01:58:25487 D2917 神戸市
長田 貴志 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 01:58:31488 B2564 東大阪市
西本 博治 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｼﾞ 01:58:34489 B2434 吉野郡
鳥井 昭男 ﾄﾘｲ ｱｷｵ 01:58:35490 B2307 神戸市
馬場 信好 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 01:58:45491 C2704 寝屋川市
寺本 大助 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:58:45492 C2806 芦屋市
小林 徹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 01:58:46493 A2278 大阪市
小嶋 徳男 ｺｼﾞﾏ ﾄｸｵ 01:58:48494 C2753 神戸市
正畠 博政 ｼｮｳﾊﾞﾀｹ ﾋﾛﾏｻ 01:58:55495 C2797 町田市
黒木 昭彦 ｸﾛｷ ｱｷﾋｺ 01:58:55496 A2169 浦安市
西田 茂 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 01:58:56497 C2652 芦屋市
日? 智之 ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾕｷ 01:58:59498 D3004 堺市
山中 克利 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾄｼ 01:59:05499 C2812 神戸市
平良 清和 ﾀｲﾗ ｷﾖｶｽﾞ 01:59:07500 C2690 神戸市
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樽本 信浩 ﾀﾙﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01:59:07501 C2693 神戸市
足立 雅弘 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 01:59:25502 B2486 西宮市
高木 雅昭 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｱｷ 01:59:29503 D2904 和気郡
佐野 秀樹 ｻﾉ ﾋﾃﾞｷ 01:59:39504 D2998 西宮市
吉田 康文 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 01:59:41505 B2462 生駒郡
栗岡 哲也 ｸﾘｵｶ ﾃﾂﾔ 01:59:43506 C2748 西宮市
根来 郁也 ﾈｺﾞﾛ ｲｸﾔ 01:59:45507 B2521 岸和田市
稻川 武宣 ｲﾅｶﾞﾜ ﾀｹﾉﾌﾞ 01:59:48508 C2687 豊中市
渋谷 政史 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾌﾐ 01:59:51509 C2713 堺市
苗代 文夫 ﾅﾜｼﾛ ﾌﾐｵ 01:59:51510 C2726 大阪市
岡田 慎一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 01:59:53511 B2400 西宮市
八汐 秀俊 ﾔｼｵ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:59:58512 C2744 堺市
森岡 忍 ﾓﾘｵｶ ｼﾉﾌﾞ 01:59:58513 B2518 芦屋市
船尾 淳喜 ﾌﾅｵ ｱﾂｷ 02:00:06514 D3026 箕面市
中垣 忠輔 ﾅｶｶﾞｷ ﾀﾀﾞｽｹ 02:00:10515 B2402 西宮市
天根 宏之 ｱﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ 02:00:10516 B2527 西宮市
後藤 慎一郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 02:00:13517 D3150 神戸市
森田 稔 ﾓﾘﾀ ﾐﾉﾙ 02:00:18518 C2795 芦屋市
吉川 賢 ﾖｼｶﾜ ｹﾝ 02:00:21519 C2814 芦屋市
岸本 昌之 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 02:00:24520 B2465 神戸市
河野 進 ｺ ｳﾉｽｽﾑ 02:00:25521 B2490 大津市
坪井 孝次郎 ﾂﾎﾞｲ ｺｳｼﾞﾛｳ 02:00:33522 B2414 神戸市
小松 慎一郎 ｺﾏﾂ ｼﾝｲﾁﾛｳ 02:00:34523 A2290 呉市
楠 貴文 ｸｽﾉｷ ﾀｶﾌﾐ 02:00:37524 D3039 徳島市
内谷 靖雄 ｳﾁﾀﾆ ﾔｽｵ 02:00:44525 C2777 宝塚市
竹内 浩之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 02:00:52526 D3255 芦屋市
山田 博 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 02:01:06527 B2557 三田市
山田 直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 02:01:08528 C2639 京都市
川神 正裕 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 02:01:13529 B2438 西宮市
和田 正次 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 02:01:14530 C2798 芦屋市
米澤 克哉 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 02:01:22531 C2750 芦屋市
日比野 哲久 ﾋﾋﾞﾉ ﾃﾂﾋｻ 02:01:26532 C2724 加古川市
岩橋 和広 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 02:01:27533 B2529 芦屋市
増田 雅也 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 02:01:35534 C2849 宝塚市
矢野 茂樹 ﾔﾉ ｼｹﾞｷ 02:01:45535 D2929 大阪市
具 本輝 ｸ ﾎﾟﾝﾌｨ 02:01:50536 D3045 尼崎市
秦 実 ﾊﾀ ﾐﾉﾙ 02:01:52537 C2739 大東市
平郡 干敬 ﾍｸﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 02:01:56538 B2573 加古郡
勝田 直志 ｶﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 02:02:00539 C2864 神戸市
町頭 禎之 ﾏﾁｶﾞｼﾗ ﾀﾀﾞﾕｷ 02:02:06540 B2568 神戸市
下方 宏文 ｹﾞﾎｳ ﾋﾛﾌﾐ 02:02:10541 D3094 貝塚市
谷 昌樹 ﾀﾆ ﾏｻｷ 02:02:11542 B2551 芦屋市
梅澤 真 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 02:02:13543 D2927 西宮市
野田 佳伸 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:02:13544 B2340 神戸市
坂口 誠 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 02:02:15545 B2552 明石市
和所 勇 ﾜｼｮ ｲｻﾑ 02:02:20546 C2895 吹田市
岩橋 康治 ｲﾜﾊｼ ｺｳｼﾞ 02:02:28547 B2563 埼玉県和
辻 忠志 ﾂｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 02:02:31548 B2540 神戸市
渋谷 和宣 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 02:02:33549 D2949 神戸市
松本 式晃 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 02:02:38550 D2905 大阪市
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高橋 滋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 02:02:45551 B2461 尼崎市
星谷 光信 ﾎｼﾀﾆ ﾐﾂﾉﾌﾞ 02:02:49552 C2619 西宮市
吉田 智亮 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 02:02:56553 C2810 尼崎市
尾崎 泰弘 ｵｻｷ ﾔｽﾋﾛ 02:03:05554 B2441 神戸市
川上 佳則 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 02:03:12555 B2410 箕面市
原田 賢一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 02:03:12556 C2768 芦屋市
石川 宏 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 02:03:13557 C2891 川西市
阿部 久 ｱﾍﾞ ﾋｻｼ 02:03:15558 C2734 神戸市
浅井 良昭 ｱｻｲ ﾖｼｱｷ 02:03:25559 C2668 芦屋市
岡田 充弘 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 02:03:29560 C2746 神戸市
木田 裕也 ｷﾀﾞ ﾋﾛﾔ 02:03:30561 C2863 寝屋川市
岩田 耕一 ｲﾜﾀ ｺｳｲﾁ 02:03:32562 C2855 加古郡
小嶋 淳 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 02:03:40563 C2680 大阪市
藤田 博之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 02:03:47564 B2302 三田市
佐々木 寛之 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 02:03:48565 A2220 豊中市
割出 邦治 ﾜﾘﾃﾞ ｸﾆﾊﾙ 02:03:52566 C2701 和泉市
平田 友秀 ﾋﾗﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 02:03:56567 C2883 神戸市
金物 省吾 ｶﾅﾓﾉ ｼｮｳｺﾞ 02:03:59568 B2374 神戸市
内村 健次 ｳﾁﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 02:04:00569 C2800 堺市
石飛 肇 ｲｼﾄﾋﾞ ﾊｼﾞﾒ 02:04:00570 B2324 神戸市
谷川 正洋 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 02:04:02571 C2743 芦屋市
下中　正浩 ｼﾓﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 02:04:05572 D3049 大阪市
今井 隆則 ｲﾏｲ ﾀｶﾉﾘ 02:04:12573 D3020 芦屋市
杉山 徹也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ 02:04:15574 C2659 神戸市
林 功敏 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾄｼ 02:04:23575 C2611 大阪市
三浦 亮一 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ 02:04:25576 D2944 西宮市
井上 忠雄 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｵ 02:04:37577 D2951 神戸市
佐々木 教諭 ｻｻｷ ﾉﾘﾂｸﾞ 02:04:42578 3299 西彼杵郡
前田 雄司 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 02:04:45579 B2445 芦屋市
川路 忠行 ｶﾜｼﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 02:04:46580 D3130 羽曳野市
上田 克彦 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 02:04:49581 B2537 守口市
堀内 啓介 ﾎﾘｳﾁ ｹｲｽｹ 02:04:52582 D3000 神戸市
内藤 智樹 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ 02:04:54583 A2262 高槻市
稲瀬 和良 ｲﾅｾ ｶｽﾞﾖｼ 02:04:54584 C2682 大阪市
英 賢一郎 ﾊﾅﾌﾞｻ ｹﾝｲﾁﾛｳ 02:05:06585 D3081 芦屋市
松澤 健一 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 02:05:07586 D2910 吹田市
坂井 惠 ｻｶｲ ﾒｸﾞﾑ 02:05:08587 D3112 尼崎市
西本 永一 ﾆｼﾓﾄ ｴｲｲﾁ 02:05:09588 B2379 神戸市
鶴岡 達雄 ﾂﾙｵｶ ﾀﾂｵ 02:05:11589 C2893 堺市
川西 努 ｶﾜﾆｼ ﾂﾄﾑ 02:05:33590 B2360 貝塚市
木津 正憲 ｷﾂﾞ ﾏｻﾉﾘ 02:05:34591 D2942 徳島市
北野 了考 ｷﾀﾉ ｱｷﾀｶ 02:05:37592 D3228 芦屋市
長谷川 秀明 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 02:05:38593 C2732 岡山市
上田 裕之 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 02:05:40594 D2934 宝塚市
南 睦人 ﾐﾅﾐ ﾑﾂﾋﾄ 02:05:41595 D3002 豊中市
西田 利雄 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｵ 02:05:44596 C2683 生駒郡
影山 忠結起 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 02:05:45597 B2512 箕面市
桜井 誠 ｻｸﾗｲ ﾏｺﾄ 02:05:46598 B2412 神戸市
興津 成大 ｵｷﾂ ﾅﾘﾋﾛ 02:05:47599 C2745 枚方市
姫田 治孝 ﾋﾒﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 02:06:03600 C2688 池田市
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原田 隆太 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 02:06:10601 C2846 芦屋市
嵯峨 直樹 ｻｶﾞ ﾅｵｷ 02:06:12602 C2657 宇治市
石塚 憲一 ｲｼﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁ 02:06:22603 D3275 神戸市
西 宏平 ﾆｼ ｺｳﾍｲ 02:06:23604 D2984 神戸市
山本 佳彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 02:06:29605 A2289 芦屋市
不藤 吉浩 ﾌﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 02:06:32606 B2574 西宮市
斯波 敬 ｼﾊﾞ ﾀｶｼ 02:06:33607 B2497 池田市
藤井 伸介 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｽｹ 02:06:40608 C2708 宝塚市
国樹 俊憲 ｸﾆｷ ﾄｼﾉﾘ 02:06:45609 C2741 神戸市
西尾 正裕 ﾆｼｵ ﾏｻﾋﾛ 02:06:48610 C2879 多治見市
喜多 誠 ｷﾀ ﾏｺﾄ 02:06:49611 C2839 奈良市
林 眞一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 02:06:51612 B2430 芦屋市
湯川 貴充 ﾕｶﾜ ﾀｶﾐﾂ 02:07:00613 D3267 川西市
坂口 浩司 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 02:07:01614 D2963 泉南市
沖村 大介 ｵｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 02:07:07615 D3159 神戸市
北川 誠治 ｷﾀｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 02:07:13616 C2829 枚方市
田中 泰英 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾃﾞ 02:07:15617 B2585 貝塚市
尾内 啓男 ｵｳﾁ ｱｷｵ 02:07:16618 C2820 京都市
中尾 嘉宏 ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ 02:07:22619 D3197 神戸市
嶋村 雅彦 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 02:07:31620 B2303 神戸市
井戸阪 仙丈 ｲﾄﾞｻｶ ﾉﾘﾄﾓ 02:07:32621 D3133 神戸市
岩下 真一 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｲﾁ 02:07:34622 C2698 堺市
豊島 徹 ﾄﾖｼﾏ ﾄｵﾙ 02:07:42623 D2973 大阪市
坂本 拓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 02:07:44624 C2626 神戸市
浅井 和雄 ｱｻｲ ｶｽﾞｵ 02:07:45625 B2392 京都市
寺下 賢一 ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｲﾁ 02:07:57626 C2769 堺市
山地 裕之 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 02:07:58627 B2305 川辺郡
土谷 雅哉 ﾂﾁﾀﾆ ﾏｻﾔ 02:07:59628 C2765 芦屋市
中村 弘美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 02:08:07629 B2452 川西市
中江 耕一 ﾅｶｴ ｺｳｲﾁ 02:08:08630 D2928 大阪市
澤田 直隆 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 02:08:14631 C2758 京都市
武田 至功 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 02:08:18632 C2612 尼崎市
中村 龍男 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｵ 02:08:19633 D3261 京都市
嶋本 正 ｼﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 02:08:28634 C2747 横浜市
井上 雅量 ｲﾉｳｴ ﾏｻｶｽﾞ 02:08:31635 B2565 長岡京市
中川 恭男 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽｵ 02:08:31636 B2536 河内長野
今堀 貴弘 ｲﾏﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 02:08:31637 C2703 豊中市
辻井 忠彦 ﾂｼﾞｲ ﾀﾀﾞﾋｺ 02:08:36638 C2884 奈良市
福田 充宏 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 02:08:36639 C2763 東大阪市
上田 和司 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 02:08:46640 D3182 尼崎市
岡本 薫 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾙ 02:08:49641 B2346 神戸市
上野 末浩 ｳｴﾉ ｽｴﾋﾛ 02:08:53642 D3057 大阪市
原 幸司 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 02:08:54643 B2450 大阪市
中野 克己 ﾅｶﾉ ｶﾂﾐ 02:08:56644 D2947 大東市
柄川 剛 ｴｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 02:09:03645 B2575 加古川市
横平 幸一 ﾖｺﾋﾗ ｺｳｲﾁ 02:09:04646 D3018 吹田市
森本 大介 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 02:09:06647 B2541 三木市
内田 敬三 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 02:09:15648 D2909 明石市
香取 泰行 ｶﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 02:09:31649 C2841 西宮市
中原 哲 ﾅｶﾊﾗ ﾃﾂ 02:09:32650 C2672 福岡市
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井上 博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 02:09:34651 B2513 京都市
中村 順 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 02:09:48652 C2803 芦屋市
川崎 雄生 ｶﾜｻｷ ﾀｶｵ 02:09:49653 D3231 芦屋市
中上 貴之 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 02:09:50654 D2950 芦屋市
高橋 明宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 02:09:52655 D3035 茨木市
真田 瑛浩 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 02:09:54656 C2670 大阪市
阪上 芳孝 ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 02:09:57657 D3280 尼崎市
山本 共弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 02:09:59658 D2901 尼崎市
大村 英昭 ｵｵﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 02:10:02659 D3122 神戸市
作岡 信秀 ｻｶｵｶ ﾅﾌﾞﾋﾃﾞ 02:10:10660 D3282 明石市
小泉 伸一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 02:10:21661 C2853 岡山市
泉 康文 ｲｽﾞﾐ ﾔｽﾌﾐ 02:10:23662 D3016 河内長野
泉 裕文 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ 02:10:33663 D2960 神戸市
堀田 和裕 ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 02:10:38664 D3048 神戸市
持丸 陣 ﾓﾁﾏﾙ ｼﾞﾝ 02:10:42665 D3185 三田市
小山 剛史 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ 02:10:48666 C2862 神戸市
奥田 浩之 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 02:10:54667 C2835 茨木市
灘井 盛徳 ﾅﾀﾞｲ ｼｹﾞﾉﾘ 02:10:58668 C2819 芦屋市
山本 範明 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 02:10:59669 D2965 芦屋市
吉田 敏昭 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 02:11:05670 D3092 東大阪市
押阪 逸生 ｵｼｻｶ ｲﾂｵ 02:11:17671 A2300 神戸市
岩野 光伸 ｲﾜﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 02:11:41672 A2159 豊中市
辻 輝昭 ﾂｼﾞ ﾃﾙｱｷ 02:11:45673 C2625 河内長野
真野 忠彦 ﾏﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ 02:11:49674 C2650 神戸市
田母神 剛 ﾀﾓｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 02:11:53675 C2818 吹田市
郷田 昌克 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 02:11:56676 C2751 高槻市
東堀 博隆 ﾋｶﾞｼﾎﾘ ﾋﾛﾀｶ 02:12:01677 D3063 姫路市
近藤 雅昭 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 02:12:13678 C2832 宝塚市
福永 政雄 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻｵ 02:12:16679 B2440 神戸市
室垣 哲男 ﾑﾛｶﾞｷ ﾃﾂｵ 02:12:17680 D3067 吹田市
高田 正直 ﾀｶﾀ ﾏｻﾅｵ 02:12:18681 D3232 神戸市
川原 敦士 ｶﾜﾊﾗ ｱﾂｼ 02:12:26682 D3131 宇治市
吉田 晃 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 02:12:26683 C2685 川辺郡
古薮 篤人 ﾌﾙﾔﾌﾞ ｱﾂﾋﾄ 02:12:39684 D2966 芦屋市
陳 栄一 ﾁﾝ ｴｲｲﾁ 02:12:41685 C2642 神戸市
我如古 幸伸 ｶﾞﾈｺ ｺｳｼﾝ 02:12:44686 C2805 神戸市
徳永 俊一 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 02:12:52687 C2870 西宮市
中澤 修一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 02:13:02688 C2774 西宮市
川畑 富士美 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾌｼﾞﾐ 02:13:03689 D3037 枚方市
平井 章 ﾋﾗｲ ｱｷﾗ 02:13:06690 D3052 川西市
田中 稔泰 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔｽ 02:13:12691 D3217 尼崎市
原田 典彦 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 02:13:12692 D3292 岸和田市
柳川 実千雄 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐﾁｵ 02:13:14693 D2958 神戸市
栗本 拓治 ｸﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 02:13:21694 D3161 神戸市
内海 誠 ｳﾂﾐ ﾏｺﾄ 02:13:27695 D2943 神戸市
稲本 謙三 ｲﾅﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 02:13:28696 D3007 神戸市
増山 成人 ﾏｽﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 02:13:31697 C2807 豊中市
田中 和正 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 02:13:40698 D3285 豊中市
小林 英輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｽｹ 02:13:45699 D3126 芦屋市
川勝 大実 ｶﾜｶﾂ ﾋﾛﾐ 02:14:09700 A2215 西宮市
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石井 建 ｲｼｲ ｹﾝ 02:14:09701 C2617 加古川市
木戸 達也 ｷﾄﾞ ﾀﾂﾔ 02:14:16702 B2592 神戸市
船橋 俊彦 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼﾋｺ 02:14:18703 C2623 神戸市
白神 聡 ｼﾗｶﾞﾐ ｻﾄｼ 02:14:21704 C2857 神戸市
万所 幸喜 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ 02:14:32705 C2830 亀岡市
矢野 哲也 ﾔﾉ ﾃﾂﾔ 02:14:34706 D2981 尼崎市
上枝 正治 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 02:14:34707 D3023 芦屋市
中谷 壮太郎 ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ 02:14:38708 D3269 西宮市
棚橋 智樹 ﾀﾅﾊｼ ﾄﾓｷ 02:14:39709 C2684 京都市
真栄田 浩 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 02:14:40710 D3167 伊丹市
野中 哲昌 ﾉﾅｶ ﾃﾂｱｷ 02:14:45711 D3303 大阪市
岩崎 哲人 ｲﾜｻｷ ｱｷﾋﾄ 02:14:58712 C2651 神戸市
米田 健三 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 02:15:04713 D3088 大阪市
杵渕 雅男 ｷﾈﾌﾁ ﾏｻｵ 02:15:06714 B2554 神戸市
林 郁夫 ﾊﾔｼ ｲｸｵ 02:15:08715 D3284 知立市
大橋 郁 ｵｵﾊｼ ｲｸ 02:15:08716 C2869 西宮市
森本 和章 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 02:15:18717 D3281 尼崎市
大野 栄介 ｵｵﾉ ｴｲｽｹ 02:15:21718 D2921 神戸市
屋宜 修 ﾔｷﾞ ｵｻﾑ 02:15:21719 C2749 高槻市
和田 幸浩 ﾜﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 02:15:33720 D2994 西宮市
下宮 範之 ｼﾓﾐﾔ ﾉﾘﾕｷ 02:15:42721 D3263 大阪市
岡本 和幸 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 02:15:49722 D3107 枚方市
奥野 貴央 ｵｸﾉ ﾀｶｵ 02:15:49723 C2756 三木市
藤原 長 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 02:15:59724 C2735 川西市
坪内 秀樹 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 02:16:04725 D3043 高槻市
山村 宗載 ﾔﾏﾑﾗ ｿｳｻｲ 02:16:16726 C2689 明石市
宮崎 健司 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 02:16:35727 C2815 大阪市
岡田 勝善 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 02:17:01728 D3095 西宮市
岡本 智行 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 02:17:08729 D3108 西宮市
宮垣 守男 ﾐﾔｶﾞｷ ﾓﾘｵ 02:17:26730 D3134 神戸市
名田 耕治 ﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ 02:17:27731 D2959 姫路市
本澤 直希 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅｵｷ 02:17:32732 D3040 生駒市
林 雅章 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ 02:17:40733 D3058 大津市
桑原 耕一 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｲﾁ 02:17:41734 D3113 大阪市
速水 茂和 ﾊﾔﾐ ｼｹﾞｶｽﾞ 02:17:43735 D3125 神戸市
松本 竜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳ 02:17:47736 D3093 神戸市
新開 大樹 ｼﾝｶｲ ﾀﾞｲｷ 02:17:48737 D3186 神戸市
川本 勝浩 ｶﾜﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 02:17:49738 C2821 神戸市
足立 健一 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 02:17:50739 D3061 松原市
細見 隆志 ﾎｿﾐ ﾀｶｼ 02:17:52740 D3025 摂津市
金田 貴文 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 02:18:05741 B2600 神戸市
山根 千影 ﾔﾏﾈ ﾁｶｹﾞ 02:18:05742 D2967 西宮市
山野 勉 ﾔﾏﾉ ﾂﾄﾑ 02:18:07743 C2764 芦屋市
杉野 浩一 ｽｷﾞﾉ ｺｳｲﾁ 02:18:17744 D3143 西宮市
宮下 拓 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾗｸ 02:18:21745 D3097 箕面市
久保 秀岳 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾀｹ 02:18:24746 D3038 西宮市
神野 展行 ｶﾝﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:18:40747 D3238 西宮市
多田 信哉 ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 02:18:45748 D3109 福岡市
谷 俊次 ﾀﾆ ﾄｼﾂｸﾞ 02:18:52749 B2528 西宮市
藤永 真嗣 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 02:18:57750 D3162 神戸市
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蓑部 孝行 ﾐﾉﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 02:19:00751 C2761 大阪市
斎藤 慎介 ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 02:19:06752 B2545 神戸市
奥村 尚臣 ｵｸﾑﾗ ﾋｻｵﾐ 02:19:09753 D3116 各務原市
陳 世康 ﾁﾝ ｾｺｳ 02:19:11754 D3014 堺市
土屋 正久 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｻ 02:19:18755 D3226 京都市
井上 裕之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 02:19:18756 B2562 神戸市
塚原 智之 ﾂｶﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 02:19:22757 D3195 吹田市
山田 直之 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 02:19:29758 C2854 神戸市
小山 博 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 02:19:30759 D3187 野洲市
森岡 旋三 ﾓﾘｵｶ ｾﾝｿﾞｳ 02:19:33760 D3166 大阪市
津島 功 ﾂｼﾏ ｲｻｵ 02:19:33761 D3091 尼崎市
山内 十束 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾂｶ 02:19:40762 D2907 宝塚市
打它 桂一郎 ｳﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 02:20:06763 C2859 神戸市
蔭山 和男 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ 02:20:11764 D3223 長岡京市
栗本 寿 ｸﾘﾓﾄ ﾋｻｼ 02:20:12765 C2759 京都市
荻原 卓司 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ 02:20:27766 D3128 京都市
清水 修吉 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｷﾁ 02:20:37767 D3287 大阪市
金谷 泰人 ｶﾅﾀﾆ ﾔｽﾄ 02:20:39768 D3011 津山市
西村 慶治 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 02:20:47769 C2718 京都市
住谷 幸一 ｽﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁ 02:20:57770 B2312 三田市
松田 篤史 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 02:21:03771 C2860 姫路市
森 次朗 ﾓﾘ ｼﾞﾛｳ 02:21:09772 D3140 大阪市
栖田 道雄 ｽﾀﾞ ﾐﾁｵ 02:21:18773 A2293 芦屋市
仲川 邦俊 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾆﾄｼ 02:21:22774 D2999 川西市
菱沼 勇一 ﾋｼﾇﾏ ﾕｳｲﾁ 02:21:46775 D2914 名古屋市
東畠 俊之 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 02:21:51776 D3028 東大阪市
大堀 守英 ｵｵﾎﾘ ﾓﾘﾋﾃﾞ 02:21:54777 D3219 吹田市
岸本 顕嘉 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾖｼ 02:21:56778 D3296 神戸市
上田 真澄 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 02:22:00779 D3165 西宮市
水落 龍太郎 ﾐｽﾞｵﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 02:22:01780 B2502 大阪市
越智 和彦 ｵﾁ ｶｽﾞﾋｺ 02:22:13781 D3068 西宮市
黒子 知洋 ｸﾛｺ ﾄﾓﾋﾛ 02:22:17782 D3222 神戸市
竹田 洋樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 02:22:20783 D3085 芦屋市
田村 研二 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 02:22:22784 D3274 大阪市
木下 章 ｱｷﾗ ｷﾉｼﾀ 02:22:24785 C2730 茨木市
乾 房三 ｲﾇｲ ﾌｻﾐﾂ 02:22:27786 D3157 神戸市
加藤 正彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ 02:22:36787 D3064 四日市
藤田 謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 02:22:53788 B2510 大阪市
徳谷 博幸 ﾄｸﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 02:22:54789 C2654 大阪市
松山 昭弘 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 02:22:55790 D3168 宝塚市
中尾 英明 ﾅｶｵ ﾋﾃﾞｱｷ 02:23:02791 D2980 茅ヶ崎市
森川 明義 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ 02:23:20792 C2826 大阪市
加藤 誠二 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 02:23:24793 D3178 西宮市
真鍋 光良 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂﾖｼ 02:23:53794 D2977 豊中市
松井 直 ﾏﾂｲ ﾀﾀﾞｼ 02:23:53795 C2897 大阪市
閑念 卓也 ｶﾝﾈﾝ ﾀｸﾔ 02:23:56796 C2861 神戸市
川喜多 達 ｶﾜｷﾀ ﾄｵﾙ 02:23:58797 D3246 神戸市
松本 康孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 02:24:08798 D3074 尼崎市
益田 久徳 ﾏｽﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 02:24:29799 D3297 大阪市
北野 信成 ｷﾀﾉ ﾉﾌﾞﾅﾘ 02:24:35800 D3172 岸和田市
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田中 宏孝 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 02:24:36801 C2856 大阪市
寺坂 信生 ﾃﾗｻｶ ﾉﾌﾞｵ 02:24:43802 D3227 尼崎市
井上 雅史 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾌﾐ 02:24:59803 C2755 西宮市
渡邊 茂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 02:25:08804 B2447 芦屋市
吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 02:25:09805 C2609 徳島市
高橋 洋哉 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾔ 02:25:11806 C2837 神戸市
太田 善久 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ 02:25:23807 D3300 松江市
山上 英司 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｼ 02:25:49808 D3144 西宮市
城元 敏宏 ｼﾛﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 02:25:54809 D3110 枚方市
木村 勝一 ｷﾑﾗ ｶﾂｲﾁ 02:25:56810 D3084 神戸市
斉藤 均 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 02:26:10811 D2939 枚方市
清水 正隆 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾀｶ 02:26:10812 D3278 枚方市
梶原 浩史 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 02:26:14813 D2922 神戸市
松本 統任 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾋﾃﾞ 02:26:51814 D2903 門真市
津田 信夫 ﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 02:26:59815 D3235 兵庫県宝
東浦 博章 ﾄｳﾗ ﾋﾛｱｷ 02:26:59816 C2776 藤井寺市
薦田 真 ｺﾓﾀﾞ ﾏｺﾄ 02:27:03817 D2983 大東市
水田 裕文 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 02:27:07818 D3104 姫路市
瀧本 和也 ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 02:27:13819 D2962 神戸市
前田 隆司 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ 02:27:25820 C2887 堺市
中尾 喜之 ﾅｶｵ ﾖｼﾕｷ 02:27:44821 D3233 神戸市
横谷 康久 ﾖｺﾀﾆ ﾔｽﾋｻ 02:27:49822 D3124 神戸市
吉川 英寿 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 02:27:52823 B2526 京都市
寺田 忠史 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 02:27:52824 D3012 茨木市
松田 泰郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾛｳ 02:27:52825 C2762 豊中市
藤井　武夫 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ 02:28:01826 D3115 西宮市
白川 博史 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 02:28:06827 D3147 尼崎市
古川 洋輔 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｽｹ 02:28:11828 D3047 大阪市
執行 直樹 ｼｷﾞｮｳ ﾅｵｷ 02:28:29829 D3268 芦屋市
工藤 貴史 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 02:28:29830 D3100 神戸市
田中 一萬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 02:28:36831 D3249 神戸市
椿 雅行 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾕｷ 02:28:39832 C2804 神戸市
林 芳和 ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 02:29:16833 D3069 野洲市
牧浦 敏昌 ﾏｷｳﾗ ﾄｼﾏｻ 02:29:24834 B2389 西宮市
生田 稔雄 ｲｸﾀ ﾄｼｵ 02:29:40835 D3276 高砂市
野々村 幸司 ﾉﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 02:30:11836 D3072 名古屋市
高宗 正弘 ﾀｶｿｳ ﾏｻﾋﾛ 02:30:17837 D3013 西宮市
氏川 善文 ｳｼﾞｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 02:30:26838 D3059 大阪市
中村 智 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓ 02:31:07839 D3027 大阪市
椿館 正幸 ﾂﾊﾞｷﾀﾞﾃ ﾏｻﾕｷ 02:31:38840 C2714 尼崎市
生島裕文 裕文 ｲｸｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 02:32:04841 D3066 芦屋市
明石 憲治 ｱｶｼ ｹﾝｼﾞ 02:32:17842 D3286 豊中市
古川 久義 ﾌﾙｶﾜ ﾋｻﾖｼ 02:32:32843 D3141 加西市
平田 和吉 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖｼ 02:32:34844 D2954 神戸市
畑中 隆宏 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 02:32:40845 D3071 大阪市
竹中 健司 ﾀｹﾅｶ ｹﾝｼﾞ 02:32:41846 D3234 芦屋市
原田 行成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ 02:32:41847 D3041 神戸市
中地 信夫 ﾁｭｳｼﾞ ﾉﾌﾞｵ 02:32:51848 D3176 吹田市
名倉 正芳 ﾅｸﾗ ﾏｻﾖｼ 02:33:21849 D3301 神戸市
森島 正吾 ﾓﾘｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 02:34:06850 C2827 神戸市
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入江 孝二 ｲﾘｴ ｺｳｼﾞ 02:34:06851 D3230 西宮市
萬谷 典之 ﾏﾝﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 02:34:17852 D3065 西宮市
清水 洋輔 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 02:34:30853 D3153 神戸市
本田 栄作 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲｻｸ 02:35:06854 D3031 姫路市
林 健介 ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ 02:35:15855 B2524 神戸市
菅原 信二 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 02:35:33856 D3221 伊丹市
西 健一 ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 02:35:39857 D3158 大阪市
山中 章隆 ﾔﾏﾅｶ ﾌﾐﾀｶ 02:35:42858 D3154 大阪市
下敷領　 保 ｼﾓｼｷﾘｮｳ Tamo 02:36:29859 D3298 神戸市
花田 勝治 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂｼﾞ 02:36:59860 D2925 神戸市
萩原 雄三 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｿﾞｳ 02:37:00861 C2754 明石市
片山 明 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ 02:37:58862 D3190 堺市
中原 健一 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 02:37:59863 C2640 高槻市
掘井 俊則 ﾎﾘｲ ﾄｼﾉﾘ 02:38:01864 D3220 神戸市
古寺 博之 ｺﾃﾗ ﾋﾛﾕｷ 02:38:10865 D3288 大阪市
永井 崇嗣 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾂｸﾞ 02:38:18866 D3184 西宮市
柏 直志 ｶｼﾜ ﾅｵﾕｷ 02:38:19867 D3106 安芸郡
藤本 多聞 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾓﾝ 02:38:23868 D3062 芦屋市
友田 昭二 ﾄﾓﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 02:38:32869 D3123 堺市
稲澤 啓二 ｲﾅｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 02:38:33870 D3119 西宮市
脇田 光広 ﾜｷﾀ ﾐﾂﾋﾛ 02:38:50871 B2514 神戸市
藤野 雅三 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻｿﾞｳ 02:39:20872 D3192 大阪市
前田 守雄 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾘｵ 02:39:37873 D3199 西宮市
森岡 修司 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳｼﾞ 02:39:53874 D3103 奈良市
森 義明 ﾓﾘ ﾖｼｱｷ 02:40:17875 D3181 神戸市
篠原 寛 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 02:40:19876 D3250 西宮市
増澤 兼治 ﾏｽｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 02:40:25877 C2813 松原市
松本 仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ 02:40:26878 D3155 箕面市
中口 真治 ﾅｶｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 02:40:26879 D2974 吹田市
渡部 真一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 02:40:55880 D3169 神戸市
池田  充 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ 02:41:13881 D2938 芦屋市
遠藤 哲 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 02:41:41882 D2955 芦屋市
田中　宏昌 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 02:41:55883 D3289 尼崎市
岡本 和憲 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 02:43:21884 D3193 大津市
石川 敬三 ｲｼｶﾜ ｹｲｿﾞｳ 02:43:25885 D3170 大阪市
窪添 唯洋 ｸﾎﾞｿﾞｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 02:44:29886 D3198 京都市
仲西 裕 ﾅｶﾆｼ ﾕｳ 02:45:45887 D3208 大阪市
加藤 恒彦 ｶﾄｳ ﾂﾈﾋｺ 02:46:46888 D3171 京都市
宮田 孝司 ﾐﾔﾀ ﾀｶｼ 02:47:11889 D3135 宝塚市
中本 温勝 ﾅｶﾓﾄ ﾊﾙｶﾂ 02:47:13890 D3079 交野市
西川 佳秀 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 02:48:34891 D3209 神戸市
寺林 耕司 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 02:49:43892 C2888 堺市
西條 文一 ｻｲｼﾞｮｳ ﾌﾐｶｽﾞ 02:49:57893 D2997 神戸市
大西 弘久 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾋｻ 02:50:56894 D3271 加古川市
岩崎 健三 ｲﾜｻｷ ｹﾝｿﾞｳ 02:54:17895 D3146 尼崎市
山木 健司 ﾔﾏｷ ﾀｹｼ 02:54:23896 B2503 大阪市
今井 一順 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 02:54:43897 C2771 尼崎市
村中 憲一 ﾑﾗﾅｶ ｹﾝｲﾁ 02:54:48898 C2882 大阪市
鈴木 渚 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ 02:55:08899 D3036 名古屋市
保月 栄一 ﾎﾂﾞｷ ｴｲｲﾁ 02:56:39900 D3120 神戸市
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川端 孝太郎 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 02:57:43901 D3295 神戸市
吉田 英男 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 02:57:51902 D3206 西宮市
田中 伸幸 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:59:50903 D3132 吹田市
上村 健 ｳｴﾑﾗ ｹﾝ 03:02:23904 D3247 堺市
福地 泰尚 ﾌｸﾁ ﾔｽﾅｵ 03:06:20905 D2993 芦屋市
高木 憲治 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ 03:08:18906 D3236 西宮市
藤谷 泰之 ﾌｼﾞﾔ ﾔｽﾕｷ 03:11:00907 D3210 神戸市
牧山 佳信 ﾏｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 03:15:06908 D3009 明石市
伊集院 智 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｻﾄｼ 03:19:24909 D3218 乙訓郡
竹村 成之 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾕｷ 03:21:56910 D3266 堺市
道家 尚崇 ﾄﾞｳｹ ﾅｵﾀｶ 03:22:15911 D3213 姫路市
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小林 玲子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ 01:26:521 A2083 朝来市
塚本 ゆかり ﾂｶﾓﾄ ﾕｶﾘ 01:28:492 A2100 桜井市
津田 貴子 ﾂﾀﾞ ﾀｶｺ 01:29:263 D3076 茨木市
林 小百合 ﾊﾔｼ ｻﾕﾘ 01:31:154 A2201 京都市
宮崎 葉香 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 01:33:325 A2154 神戸市
高木ＨＡＮＳＥＮ ﾀｶｷﾞﾊﾝｾﾝ ﾕﾐｺ 01:35:016 A2197 尼崎市
山口 典子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 01:36:007 A2121 南河内郡
山口 みゆき ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 01:37:148 A2123 神戸市
向井 里織 ﾑｶｲ ｻｵﾘ 01:38:109 A2256 高松市
渋谷 昌子 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｺ 01:38:2910 A2221 堺市
木村 愛富 ｷﾑﾗ ｱｲﾄ 01:39:4311 A2229 西宮市
平原 靖子 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽｺ 01:41:0712 B2310 神戸市
諫山 純子 ｲｻﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 01:41:1413 A2240 加古川市
梶田 美由紀 ｶｼﾞﾀ ﾐﾕｷ 01:41:4214 A2252 奈良市
高見 美江 ﾀｶﾐ ﾐｴ 01:41:4315 B2331 西宮市
森岡 有子 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｺ 01:43:4716 B2569 神戸市
吉末 衣里 ﾖｼｽｴ ｴﾘ 01:43:4917 B2321 芦屋市
播磨 美奈 ﾊﾘﾏ ﾐﾅ 01:45:2118 B2380 芦屋市
坂戸 豊子 ｻｶﾄ ﾄﾖｺ 01:45:5519 A2192 高槻市
久保田 泰子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ 01:46:0020 A2235 堺市
田中 敦子 ﾀﾅｶ ｱﾂｺ 01:46:2721 B2415 豊中市
中川 恵美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾐｺ 01:46:2722 B2437 大和高田
甲良 静江 ｺｳﾗ ｼｽﾞｴ 01:47:0623 B2320 神戸市
西山 真里 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾘ 01:47:1124 B2549 伊丹市
中川 陽子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ 01:47:1225 C2667 尼崎市
杉田 和代 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 01:47:5726 B2432 神戸市
佐々木 史江 ｻｻｷ ﾌﾐｴ 01:48:1727 C2677 西宮市
高橋 智栄子 ﾀｶﾊｼ ﾁｴｺ 01:48:1728 B2571 神戸市
白崎 絵美子 ｼﾗｻｷ ｴﾐｺ 01:48:1929 B2417 芦屋市
永井 陽子 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｺ 01:48:2430 B2344 葛城市
近藤 美紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 01:48:2531 A2264 芦屋市
岩隈 綾子 ｲﾜｸﾞﾏ ｱﾔｺ 01:50:0632 B2550 芦屋市
植田 裕美 ｳｴﾀﾞ ﾕﾐ 01:50:2033 D2913 伊丹市
田中 早苗 ﾀﾅｶ ｻﾅｴ 01:50:4034 B2586 小松島市
辻 淳子 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ 01:51:0535 B2427 宝塚市
吉井 小百合 ﾖｼｲ ｻﾕﾘ 01:51:3436 B2457 生駒市
小谷 恵実子 ｺﾀﾆ ｴﾐｺ 01:51:4537 B2428 神戸市
久野 淳子 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 01:52:1038 B2309 西宮市
松塚 百合恵 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾕﾘｴ 01:52:4239 B2319 橿原市
三輪 泉 ﾐﾜ ｲｽﾞﾐ 01:53:0540 B2383 神戸市
大野 香織 ｵｵﾉ ｶｵﾘ 01:53:1541 C2679 神戸市
木下 有加 ｷﾉｼﾀ ﾕｶ 01:53:4342 C2673 大阪市
鴨志田  和美 ｶﾓｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 01:53:4543 B2558 西宮市
山本 薫 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 01:54:0444 A2189 大阪市
阿久根 寛子 ｱｸﾈ ﾋﾛｺ 01:54:4945 C2817 川西市
グレイブス 和子 ｸﾞﾚｲﾌﾞｽ ｶｽﾞｺ 01:54:5246 B2546 大阪市
川西 純子 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 01:55:1947 C2865 川西市
藤原 絹世 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾇﾖ 01:55:2448 C2872 大阪市
政 博子 ﾏｻ ﾋﾛｺ 01:55:4349 C2785 大阪市
米澤 慶子 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｼｺ 01:55:4450 D3010 姫路市
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俊成 貴子 ﾄｼﾅﾘ ﾀｶｺ 01:55:4951 D2923 西宮市
南 美香 ﾐﾅﾐ ﾐｶ 01:55:5752 D3022 神戸市
赤穂 美佐子 ｱｺｳ ﾐｻｺ 01:56:4253 C2709 明石市
加納 香 ｶﾉｳ ｶｵﾙ 01:56:5654 C2665 神戸市
岩崎 教子 ｲﾜｻｷ ﾉﾘｺ 01:57:0255 C2664 大阪市
加納 のりえ ｶﾉｳ ﾉﾘｴ 01:57:1356 C2816 姫路市
原 葉子 ﾊﾗ ﾖｳｺ 01:57:2557 B2590 吹田市
河内 せつ子 ｶﾜｳﾁ ｾﾂｺ 01:57:4058 B2579 岸和田市
海徳 順美 ｶｲﾄｸ ｼﾞｭﾝﾐ 01:57:5359 C2784 西宮市
木津井 知也子 ｷﾂｲ ﾁﾔｺ 01:57:5360 C2637 奈良市
森脇 靖子 ﾓﾘﾜｷ ﾔｽｺ 01:58:2561 C2706 西宮市
市原 智津子 ｲﾁﾊﾗ ﾁｽﾞｺ 01:58:4462 B2308 西宮市
北尾 里香 ｷﾀｵ ﾘｶ 01:58:4463 C2712 葛城市
植木 美佳 ｳｴｷ ﾐｶ 01:59:1964 B2547 池田市
小山 佐代子 ｺﾔﾏ ｻﾖｺ 01:59:2765 D3260 神戸市
水谷 陽子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｺ 02:00:3466 D3017 堺市
井上 恵 ｲﾉｳｴ ﾒｸﾞﾐ 02:00:4167 C2779 芦屋市
松本 久美子 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ 02:01:3368 D2996 姫路市
見野 千代子 ﾐﾉ ﾁﾖｺ 02:01:4569 D2931 京都市
大吉 いずみ ｵｵﾖｼ ｲｽﾞﾐ 02:02:0470 D2956 富田林市
松尾 由樹恵 ﾏﾂｵ ﾕｷｴ 02:02:4271 B2323 神戸市
平山 明美 ﾋﾗﾔﾏ ｱｹﾐ 02:02:5172 D3191 寝屋川市
寺澤 直美 ﾃﾗｻﾜ ﾅｵﾐ 02:03:3273 C2875 尼崎市
國本 登美子 ｸﾆﾓﾄ ﾄﾐｺ 02:04:0274 D2941 大阪市
宮下 真弓 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕﾐ 02:04:4475 C2840 松原市
田村 美穂 ﾀﾑﾗ ﾐﾎ 02:05:1076 D2985 川西市
大瀬 尚子 ｵｵｾ ﾅｵｺ 02:05:1177 C2881 吹田市
西田 亜希 ﾆｼﾀﾞ ｱｷ 02:06:0378 C2788 宝塚市
若杉 晴子 ﾜｶｽｷﾞ ﾊﾙｺ 02:06:0479 D2945 西宮市
五味 桂子 ｺﾞﾐ ｹｲｺ 02:06:2280 C2781 大阪市
奥谷 真由美 ｵｸﾀﾆ ﾏﾕﾐ 02:06:3481 D3139 芦屋市
藤原 真弓 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ 02:06:5082 D3075 加古郡
村上 佳代 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 02:06:5583 C2787 大阪市
芳賀 朱美 ﾊｶﾞ ｱｹﾐ 02:06:5684 D3033 神戸市
松村 由貴子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷｺ 02:06:5885 D3258 豊中市
中村 郁子 ﾅｶﾑﾗ ｲｸｺ 02:08:0786 C2700 川西市
日比野 陽子 ﾋﾋﾞﾉ ﾖｳｺ 02:08:1987 D3077 加古川市
大塚 展子 ｵｵﾂｶ ﾉﾌﾞｺ 02:08:3188 D2986 芦屋市
板東 真実 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 02:09:1489 D3082 明石市
泉 保子 ｲｽﾞﾐ ﾔｽｺ 02:09:2790 D2932 西宮市
鈴木 敏美 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 02:09:4691 D2924 大津市
南部 陛子 ﾅﾝﾌﾞ ﾉﾘｺ 02:09:5092 C2697 枚方市
芳川 紀子 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｺ 02:10:0793 D3003 明石市
下宮 祐子 ｼﾓﾐﾔ ﾕｳｺ 02:10:1594 D3262 大阪市
榎本 知子 ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓｺ 02:10:2195 D2989 宝塚市
川口 尚子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｺ 02:10:3396 D2946 大阪市
常峰 智美 ﾂﾈﾐﾈ ﾄﾓﾐ 02:11:5497 C2842 神戸市
窪 浩子 ｸﾎﾞ ﾋﾛｺ 02:12:1498 D3029 西宮市
森岡 美佐子 ﾓﾘｵｶ ﾐｻｺ 02:12:1799 C2610 高知市
工藤 惠 ｸﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 02:12:20100 D2987 神戸市
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居原田 総子 ｲﾊﾗﾀﾞ ﾌｻｺ 02:12:35101 D3099 奈良市
平尾 なつみ ﾋﾗｵ ﾅﾂﾐ 02:13:21102 C2711 尼崎市
亀井 明美 ｶﾒｲ ｱｹﾐ 02:13:39103 C2666 神戸市
大堂 尚子 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾅｵｺ 02:13:40104 C2848 神戸市
枝廣 克江 ｴﾀﾞﾋﾛ ｶﾂｴ 02:13:40105 D3279 尼崎市
中西 和子 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞｺ 02:14:17106 D3087 富田林市
勢井 陽子 ｾｲ ﾖｳｺ 02:14:30107 C2717 亀岡市
Ｒｕｄｏｌｐｈ Ｊｕｌｉｅ ﾙﾄﾞﾙﾌ ｼﾞｭﾘｰ 02:14:40108 D2940 西宮市
奥元 裕子 ｵｸﾓﾄ ﾔｽｺ 02:14:41109 C2878 高槻市
池田 容子 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｺ 02:14:43110 C2783 明石市
西 裕子 ﾆｼ ﾋﾛｺ 02:14:56111 D3204 神戸市
田辺 晃子 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 02:15:00112 D3105 箕面市
松村 由紀 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷ 02:15:00113 D3046 和泉市
内海 涼子 ｳﾂﾐ ﾘｮｳｺ 02:15:19114 D3138 西宮市
鳥居 真理 ﾄﾘｲ ﾏﾘ 02:16:40115 D2935 京都市
東 恵子 ｱｽﾞﾏ ｹｲｺ 02:16:44116 C2790 西宮市
今田 淳子 ｺﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 02:16:50117 C2731 堺市
千足 ルリコ ﾁｱｼ ﾙﾘｺ 02:17:01118 D3148 神戸市
田中 由佳利 ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 02:17:54119 D3044 大阪市
山根 さゆり ﾔﾏﾈ ｻﾕﾘ 02:18:06120 D3136 西宮市
坂根 由美子 ｻｶﾈ ﾕﾐｺ 02:18:28121 D3034 大阪市
佐々木 久美 ｻｻｷ ｸﾐ 02:18:55122 C2733 茨木市
土谷 瑞和 ﾂﾁﾀﾆ ﾐｽﾞﾜ 02:19:00123 D3137 芦屋市
小山 早苗 ｺﾔﾏ ｻﾅｴ 02:19:31124 D3188 野洲市
右近 真弓 ｳｺﾝ ﾏﾕﾐ 02:19:34125 D2948 神戸市
光藤 富美代 ﾐﾂﾌｼﾞ ﾌﾐﾖ 02:19:54126 D3050 茨木市
小枝 恵利香 ｺｴﾀﾞ ｴﾘｶ 02:19:56127 D3024 岸和田市
太田 麻子 ｵｵﾀ ﾏｺ 02:19:57128 D3151 芦屋市
井上 貴子 ｲﾉｳｴ ﾀｶｺ 02:21:35129 C2725 神戸市
林原 美香 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐｶ 02:21:51130 D3111 阿南市
山本 節子 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾂｺ 02:21:53131 A2002 大阪市
木田 則子 ｷﾀﾞ ﾉﾘｺ 02:22:32132 C2868 富田林市
内海 典子 ｳﾂﾐ ﾉﾘｺ 02:23:09133 D3253 神戸市
高橋 一美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 02:23:11134 D3055 枚方市
加藤 仁美 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 02:23:24135 D3177 西宮市
川喜多 公子 ｶﾜｷﾀ ｷﾐｺ 02:23:58136 D3239 神戸市
北野 雅子 ｷﾀﾉ ﾏｻｺ 02:24:35137 D3173 岸和田市
西岡 喜代美 ﾆｼｵｶ ｷﾖﾐ 02:25:47138 C2737 池田市
柴原 満宥実 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ 02:26:01139 C2716 亀岡市
永 奈王子 ﾅｶﾞ ﾅｵｺ 02:26:07140 D3211 大阪市
松本 良子 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｺ 02:26:51141 C2885 門真市
林 由美 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 02:27:22142 D3202 神戸市
東 敦子 ﾋｶﾞｼ ｱﾂｺ 02:27:24143 D3163 大阪市
梅本 八重美 ｳﾒﾓﾄ ﾔｴﾐ 02:27:41144 C2789 神戸市
飯塚 知香子 ｲｲﾂﾞｶ ﾁｶｺ 02:28:53145 D3265 神戸市
西代 直美 ﾆｼﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾐ 02:29:01146 C2782 神戸市
三木 佐和 ﾐｷ ｻﾜ 02:30:05147 D3212 大阪狭山
礒田 みどり ｲｿﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 02:32:56148 D3257 枚方市
西川 由喜 ﾆｼｶﾜ ﾕｷ 02:33:55149 D3194 奈良市
真鍋 仁美 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 02:33:58150 D2988 豊中市
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成田 範子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ 02:37:15151 D3241 神戸市
濱野 まきこ ﾊﾏﾉ ﾏｷｺ 02:37:21152 D3243 神戸市
前田 竜子 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｺ 02:39:36153 D3201 西宮市
六藤 久見子 ﾛｸﾄｳ ｸﾐｺ 02:42:52154 D3096 芦屋市
渥美 美和子 ｱﾂﾐ ﾐﾜｺ 02:43:34155 D3083 茅ヶ崎市
宮田 由美子 ﾐﾔﾀ ﾕﾐｺ 02:44:39156 C2792 宝塚市
木村 淳子 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 02:51:59157 D3086 神戸市
大西 恵理子 ｵｵﾆｼ ｴﾘｺ 02:52:30158 C2877 加古川市
玉垣 礼子 ﾀﾏｶﾞｷ ﾚｲｺ 02:56:26159 D3240 京都市
富松 裕賀子 ﾄﾐﾏﾂ ﾕｶｺ 03:03:37160 D3259 神戸市
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長村 皓允 ﾅｶﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 01:10:571 A4004 寝屋川市
嵜本 晃次 ｻｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 01:11:242 A4006 芦屋市
前田 洋輔 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｽｹ 01:13:323 A4009 西宮市
藤原 健太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 01:14:294 A4005 神戸市
中村 真佐志 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 01:15:345 A4015 草津市
松尾 高良 ﾏﾂｵ ﾀｶﾖｼ 01:16:046 A4014 向日市
萩野 裕幸 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 01:16:517 A4012 吹田市
武田 直晃 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｱｷ 01:18:508 A4050 守口市
寺下 祐喜 ﾃﾗｼﾀ ﾕｳｷ 01:18:539 A4016 貝塚市
福地 叶夢 ﾌｸﾁ ｶﾅﾑ 01:19:1510 A4030 西宮市
下林 伸行 ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:19:3111 A4022 西宮市
佐藤 亜一 ｻﾄｳ ｱｲﾁ 01:19:5312 A4020 伊丹市
岸本 朋弘 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 01:21:0013 A4027 豊中市
徳永 真人 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 01:21:5014 A4029 福岡市
大田 顕史 ｵｵﾀ ｱｷﾌﾐ 01:22:0115 A4038 加古川市
岩永 信介 ｲﾜﾅｶﾞ ｼﾝｽｹ 01:22:0916 A4045 神戸市
良田 純 ﾘｮｳﾀ ｼﾞｭﾝ 01:22:3317 A4018 西宮市
森 雄治 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 01:22:4718 A4056 明石市
大福 暉嵐 ｵｵﾌｸ ｷﾗﾝ 01:23:0419 A4066 福知山市
岩永 大介 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 01:23:0520 A4031 芦屋市
佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 01:23:1321 A4034 大阪市
西山 大志 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｼ 01:23:2022 A4053 西宮市
下 博行 ｼﾓ ﾋﾛﾕｷ 01:23:3623 A4017 尼崎市
高端 恭輔 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 01:23:5824 A4046 神戸市
吉益 豪 ﾖｼﾏｽ ｺﾞｳ 01:24:0625 A4068 神戸市
竹村 浩和 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 01:25:2126 A4025 宝塚市
鈴木 智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 01:26:0627 A4062 神戸市
田中 悠世 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 01:26:1828 A4070 神戸市
間 大介 ﾊｻﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 01:26:4729 A4028 大阪市
田中 進太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 01:27:0630 A4079 大阪市
青島 一欽 ｱｵｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ 01:27:0631 A4099 赤穂郡
高山 昴一郎 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 01:27:2932 A4072 京都市
後藤 太智 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 01:27:3833 A4008 芦屋市
谷山 久之 ﾀﾆﾔﾏ ﾋｻﾕｷ 01:27:4534 A4047 伊丹市
松本 匡司 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 01:27:5035 A4032 尼崎市
小西 秀正 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 01:28:3736 A4064 西宮市
小林 信高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 01:28:4337 A4105 三木市
巻鞘 真世 ﾏｷｻﾔ ﾏｻﾄｼ 01:28:4338 A4052 宝塚市
反保 義昭 ﾀﾝﾎﾟ ﾖｼｱｷ 01:29:1839 A4073 枚方市
谷川 周平 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 01:29:3040 A4119 富田林市
星 雄太朗 ﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ 01:29:3641 A4183 西宮市
長谷川 友哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 01:29:4942 A4115 明石市
平岡 章宏 ﾋﾗｵｶ ｱｷﾋﾛ 01:29:5043 A4054 尼崎市
佐野 弘樹 ｻﾉ ﾋﾛｷ 01:29:5244 A4126 西宮市
三須 一眞 ﾐｽ ｶｽﾞﾏ 01:29:5245 A4093 大阪市
勝瀬 慎也 ｶﾂｾ ｼﾝﾔ 01:30:0146 A4107 徳島市
矢田部 拓人 ﾔﾀﾍﾞ ﾀｸﾄ 01:30:2747 A4075 たつの市
中本 俊樹 ﾅｶﾓﾄ ﾄｼｷ 01:30:4348 A4109 大阪市
井手 岳 ｲﾃﾞ ﾀｹｼ 01:30:5049 A4121 西宮市
片山 智彦 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 01:30:5850 A4071 芦屋市
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神尾 尚 ｶﾐｵ ﾋｻｼ 01:31:1351 A4117 神戸市
吉野 大樹 ﾖｼﾉ ﾀﾞｲｷ 01:31:2052 A4044 伊丹市
池田 憲史 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 01:31:2853 A4013 明石市
中 慎太郎 ﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 01:31:3854 A4116 大阪市
藪口 博文 ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 01:31:4055 A4033 京都市
尾﨑 竜平 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 01:31:4056 A4103 神戸市
藤原 良樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 01:31:5457 A4080 大阪市
松岡 裕介 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ 01:32:0758 A4060 尼崎市
谷尾 基 ﾀﾆｵ ﾓﾄｲ 01:32:1259 A4114 尾道市
遠藤 直弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 01:32:1560 A4035 邑楽郡
小島 健史 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 01:32:3061 A4083 西宮市
原 光洋 ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 01:32:5862 A4127 大阪市
立花 豊浩 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾖﾋﾛ 01:33:1363 A4063 生駒市
平田 幹樹 ﾋﾗﾀ ﾓﾄｷ 01:33:1464 A4113 西宮市
宮井 大輔 ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ 01:33:2565 A4110 西宮市
坂下 圭介 ｻｶｼﾀ ｹｲｽｹ 01:33:2766 A4213 箕面市
山下 拓 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸ 01:33:2967 A4176 神戸市
野村 誠 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 01:33:5068 A4106 堺市
高木 信 ﾀｶｷ ｼﾝ 01:34:4569 A4042 豊田市
神谷 奨 ｶﾐﾀﾆ ﾀｽｸ 01:34:5970 A4266 京都市
井本 裕顕 ｲﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 01:35:0071 A4267 神戸市
松本 由貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 01:35:2372 B4370 尼崎市
平田 克弥 ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 01:35:3573 A4262 明石市
黒田 亮 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ 01:35:4174 A4167 大津市
奈良 猛 ﾅﾗ ﾀｹｼ 01:36:0475 A4128 神戸市
中島 慎介 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｽｹ 01:36:1276 A4059 吹田市
西澤 巧 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 01:36:3177 A4104 西宮市
上田 正射 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐ 01:36:4778 A4111 大阪市
小西 渉 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 01:36:5379 A4185 大阪市
森 亮介 ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 01:36:5580 A4178 神戸市
飯野 純治 ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:37:2081 A4078 大阪市
金田 将二郎 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 01:37:3082 A4123 名古屋市
津川 寛之 ﾂｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 01:37:3283 A4181 三木市
松永 健太郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 01:37:4584 A4089 吹田市
嶋崎 俊光 ｼﾏｻｷ ﾄｼﾐﾂ 01:37:5385 A4091 東大阪市
高橋 洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 01:37:5686 A4084 芦屋市
茶谷 和彦 ﾁｬﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 01:37:5887 A4138 名古屋市
高村 涼一 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 01:38:1688 A4074 東京都江
北原 憲太郎 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 01:38:2189 A4179 大阪市
西森 史裕 ﾆｼﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 01:38:2390 A4001 西宮市
金山 直弘 ｶﾅﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 01:38:3591 A4133 神戸市
中野 嘉久 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋｻ 01:38:4092 A4112 神戸市
森 康晴 ﾓﾘ ﾔｽﾊﾙ 01:38:4693 A4122 加西市
野田 晋太郎 ﾉﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 01:39:1194 A4132 西宮市
中島 弘之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 01:39:1295 A4153 摂津市
高見 友佑 ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ 01:39:1396 A4098 三木市
海老原 篤 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱﾂｼ 01:39:3997 A4199 神戸市
荒井 雅人 ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 01:40:0198 A4186 芦屋市
黒木 和志郎 ｸﾛｷﾞ ｶｽﾞｼﾛｳ 01:40:0899 A4164 京都市
眞鍋 大志 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｼ 01:40:18100 A4174 姫路市
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三好 竜也 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ 01:40:21101 A4223 大阪市
善光寺 智 ｾﾞﾝｺｳｼﾞ ｻﾄｼ 01:40:22102 A4190 神戸市
木上 航 ｷｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ 01:40:24103 A4180 吹田市
松宮 哲平 ﾏﾂﾐﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 01:40:32104 A4097 羽曳野市
北村 倫明 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 01:41:03105 A4142 神戸市
寺田 真也 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ 01:41:06106 A4161 堺市
堤 晋也 ﾂﾂﾐ ｼﾝﾔ 01:41:08107 A4135 小郡市
石丸 昭博 ｲｼﾏﾙ ｱｷﾋﾛ 01:41:10108 A4094 豊中市
一ノ瀬 将太 ｲﾁﾉｾ ｼｮｳﾀ 01:41:19109 B4496 尼崎市
日下 亮史 ｸｻｶ ﾘｮｳｼﾞ 01:41:43110 B4317 神戸市
宮本 泰男 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｵ 01:41:59111 A4134 生駒郡
大迫 晋浩 ｵｵｻｺ ｸﾆﾋﾛ 01:42:12112 A4131 吹田市
廣瀬 遼 ﾋﾛｾ ﾘｮｳ 01:42:18113 A4130 神戸市
阿部 洋佑 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 01:42:49114 A4088 芦屋市
末吉 伸生 ｽｴﾖｼ ﾉﾌﾞｵ 01:43:11115 B4402 神戸市
保田 哲郎 ﾔｽﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 01:43:32116 A4100 神戸市
川口 修平 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 01:43:33117 A4184 久世郡
森 健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 01:43:34118 A4152 西宮市
高岡 二郎 ﾀｶｵｶ ｼﾞﾛｳ 01:43:51119 A4257 神戸市
新井 拓基 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 01:43:56120 A4125 吹田市
加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 01:44:12121 A4182 大阪市
佐伯 啓介 ｻｴｷ ｹｲｽｹ 01:44:37122 A4208 西宮市
山根 彰文 ﾔﾏﾈ ｱｷﾌﾐ 01:44:40123 A4124 八尾市
木全 順一 ｷﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:44:55124 A4251 豊中市
水越 崇仁 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾋﾄ 01:45:14125 A4151 神戸市
竹元 太一 ﾀｹﾓﾄ ﾀｲﾁ 01:45:19126 B4376 神戸市
湯浅 義洋 ﾕｱｻ ﾖｼﾋﾛ 01:45:24127 A4215 吹田市
清末 友哉 ｷﾖｽｴ ﾄﾓﾔ 01:45:40128 A4203 京田辺市
荻田 誠司 ｵｷﾞﾀ ｾｲｼﾞ 01:45:48129 A4198 西宮市
豊留 大輔 ﾄﾖﾄﾒ ﾀﾞｲｽｹ 01:45:54130 B4361 長岡京市
加藤 慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 01:45:54131 B4352 神戸市
仲井 将司 ﾅｶｲ ﾏｻｼ 01:45:55132 B4500 名古屋市
岡本 晃典 ｵｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 01:46:07133 A4082 大阪市
宗 芳太郎 ｿｳ ﾖｼﾀﾛｳ 01:46:21134 A4081 西宮市
丹 茂孝 ﾀﾝ ｼｹﾞﾀｶ 01:46:32135 A4141 横浜市
林 卓人 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ 01:46:37136 B4478 神戸市
五家 剛 ｺﾞｶ ﾂﾖｼ 01:46:59137 A4159 東大阪市
巽 善彦 ﾀﾂﾐ ﾖｼﾋｺ 01:46:59138 B4330 神戸市
宗 幸次郎 ｿｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 01:47:01139 A4077 大津市
石橋 俊文 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼﾌﾐ 01:47:04140 A4243 大阪市
森田 潔徳 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾉﾘ 01:47:05141 A4037 神戸市
三好 克典 ﾐﾖｼ ｶﾂﾉﾘ 01:47:10142 A4255 阿南市
梅谷 壮一郎 ｳﾒﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ 01:47:16143 A4160 明石市
秦 新太郎 ｼﾞﾝ ｼﾝﾀﾛｳ 01:47:18144 B4502 神戸市
池端 祐介 ｲｹﾊﾀ ﾕｳｽｹ 01:47:43145 A4144 寝屋川市
行木 俊貴 ﾅﾒｷ ﾄｼﾀｶ 01:47:47146 A4145 神戸市
松下 広昌 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｱｷ 01:47:48147 B4302 神戸市
芦田 陽介 ｱｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 01:48:05148 A4172 大阪市
中井 俊博 ﾅｶｲ ﾄｼﾋﾛ 01:48:21149 A4101 西宮市
中西 智之 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾕｷ 01:48:33150 A4231 西宮市
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氏家 裕矢 ｳｼﾞｹ ﾕｳﾔ 01:48:40151 B4373 神戸市
八木 祐輔 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 01:49:01152 A4086 大阪市
堀 翔一 ﾎﾘ ｼｮｳｲﾁ 01:49:02153 A4158 東大阪市
宮川 将太 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 01:49:03154 B4386 西宮市
西田 憲孝 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 01:49:35155 A4147 豊中市
武田 翔太 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 01:49:36156 A4169 堺市
山本 健 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 01:49:40157 A4150 神戸市
鎌倉 誠 ｶﾏｸﾗ ﾏｺﾄ 01:50:07158 A4211 徳島市
佐竹 京介 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ 01:50:08159 B4499 吹田市
川村 真樹 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 01:50:13160 A4155 神戸市
水田 勇気 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ 01:50:23161 A4256 神戸市
山添 浩彰 ﾔﾏｿﾞｴ ﾋﾛｱｷ 01:50:31162 A4201 宝塚市
松山 文哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾔ 01:50:35163 A4137 京都市
衣畑 良影 ｷﾇﾊﾀ ﾖｼｶｹﾞ 01:50:42164 A4228 吹田市
小山 仙誠 ｺﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 01:50:44165 A4247 大阪市
和田木 湧 ﾜﾀﾞｷ ﾕｳ 01:50:52166 B4389 西宮市
深野 勝之 ﾌｶﾉ ｶﾂﾕｷ 01:50:57167 A4210 吹田市
曽田 圭 ｿﾀ ｹｲ 01:51:07168 B4369 芦屋市
和多 剛志 ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 01:51:11169 B4314 芦屋市
原田 俊 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝ 01:51:20170 A4241 神戸市
五郎丸 拓也 ｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｸﾔ 01:51:49171 A4236 芦屋市
平田 諭志 ﾋﾗﾀ ｻﾄｼ 01:51:50172 A4165 神戸市
水谷 隆太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾀ 01:52:07173 A4156 大和高田
ロペスジュニア ﾛﾍﾟｽｼﾞｭﾆｱ ﾍﾗｸ 01:52:23174 A4216 神戸市
岡 政毅 ｵｶ ﾏｻｷ 01:52:25175 A4225 姫路市
熊谷 健一 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 01:52:34176 A4195 宝塚市
佐々木 嘉志 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 01:52:37177 A4237 枚方市
松原 芳廉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ 01:52:37178 B4396 神戸市
岩田 有生 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 01:52:38179 A4149 神戸市
中野 雅之 ﾅｶﾉ ﾏｻﾕｷ 01:52:39180 B4372 神戸市
古賀 雄貴 ｺｶﾞ ﾀｶｷ 01:52:50181 A4297 大阪市
松下 信広 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01:53:10182 A4284 明石市
松井 渉 ﾏﾂｲ ﾜﾀﾙ 01:53:10183 A4273 伊丹市
大野 優樹 ｵｵﾉ ﾕｳｷ 01:53:14184 A4234 西宮市
滝本 勇希 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 01:53:26185 B4358 門真市
新木 貴晶 ｼﾝｷ ﾀｶｱｷ 01:53:31186 A4218 奈良市
寺澤 翔太 ﾃﾗｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 01:53:37187 B4480 倉吉市
三浦 和人 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾄ 01:53:47188 B4374 芦屋市
北島 祥平 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 01:53:48189 A4162 箕面市
山口 慎司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 01:53:54190 B4392 尼崎市
山根 啓治 ﾔﾏﾈ ｹｲｼﾞ 01:54:16191 A4143 大阪市
岡本 達哉 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 01:54:21192 B4381 京都市
松本 和哉 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 01:54:37193 B4368 岡山市
竹尾 嘉一 ﾀｹｵ ﾖｼｶｽﾞ 01:54:49194 A4249 三田市
山田 豊 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 01:55:00195 A4222 西宮市
砂川 隆浩 ｽﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 01:55:10196 A4227 高槻市
宮西 賢司 ﾐﾔﾆｼ ｻﾄｼ 01:55:11197 A4281 西宮市
水口 恵太 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾀ 01:55:38198 B4383 流山市
錦 勇輔 ﾆｼｷ ﾕｳｽｹ 01:56:02199 B4432 京田辺市
尾方  庸柄 ｵｶﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 01:56:05200 B4316 大阪市
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住　所

民輪 一稀 ﾀﾐﾜ ｶｽﾞｷ 01:56:09201 A4259 西宮市
上倉 涼 ｱｹﾞｸﾗ ﾘｮｳ 01:56:27202 B4319 豊中市
杉本 憲昭 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 01:56:29203 B4331 神戸市
橋本 史 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶｼ 01:56:34204 B4503 芦屋市
山吹 貴教 ﾔﾏﾌﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 01:56:41205 A4269 加古川市
川村 優 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾙ 01:56:44206 A4200 堺市
野村 誠 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 01:57:06207 A4246 大阪市
矢上 智己 ﾔｶﾞﾐ ﾄﾓｷ 01:57:08208 B4404 大阪市
松岡 隼 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝ 01:57:11209 B4363 大阪市
河口  巧 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 01:57:29210 A4233 伊丹市
柳 啓憲 ﾔﾅｷﾞ ﾖｼｱｷ 01:57:36211 A4248 西宮市
辻 智弥 ﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ 01:57:56212 A4298 大阪市
上原 正嗣 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｼ 01:58:14213 A4217 堺市
林 英樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 01:58:15214 B4377 神戸市
伊藤 佑輔 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 01:58:27215 A4212 西宮市
長谷 翼 ﾊｾ ﾂﾊﾞｻ 01:58:41216 A4240 神戸市
深田 雅大 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:58:57217 A4278 京都市
菅原 裕樹 ｽｶﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 01:59:31218 A4293 寝屋川市
浅野 大貴 ｱｻﾉ ﾀｲｷ 01:59:38219 A4206 神戸市
沖田 誠 ｵｷﾀ ﾏｺﾄ 01:59:41220 B4326 吹田市
田井 良和 ﾀｲ ﾖｼｶｽﾞ 02:00:06221 A4214 三木市
樋口 裕二郎 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 02:00:22222 B4378 四條畷市
上山 仁 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞﾝ 02:00:26223 A4244 大阪市
藤井 祐二 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ 02:00:29224 B4337 和泉市
西垣 友博 ﾆｼｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 02:00:32225 B4400 芦屋市
農中 祐介 ﾉｳﾅｶ ﾕｳｽｹ 02:02:57226 A4090 西宮市
藤本 佳久 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 02:03:12227 A4279 尼崎市
田中 翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 02:03:17228 B4345 松山市
田中 亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 02:03:18229 A4232 伊丹市
村中 駿介 ﾑﾗﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 02:03:51230 B4382 吹田市
牧 孝至 ﾏｷ ﾀｶｼ 02:03:55231 A4230 芦屋市
今田 孝一 ｲﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 02:04:02232 A4282 芦屋市
中田 勝之 ﾅｶﾀ ｶﾂﾕｷ 02:04:25233 A4235 堺市
吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 02:04:30234 B4407 高石市
松尾 竜 ﾏﾂｵ ﾘｮｳ 02:04:35235 B4397 西宮市
後藤 大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 02:05:02236 A4280 芦屋市
高丸 久範 ﾀｶﾏﾙ ﾋｻﾉﾘ 02:05:15237 A4286 奈良市
瀬川 祥平 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 02:05:38238 A4296 芦屋市
森口 公哉 ﾓﾘｸﾞﾁ ｷﾐﾔ 02:05:41239 B4333 宝塚市
浦野 修平 ｳﾗﾉ ｼｭｳﾍｲ 02:06:08240 A4189 三田市
中谷 雄介 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｽｹ 02:06:18241 A4283 赤穂市
園田 真樹 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 02:06:25242 A4300 芦屋市
西尾 政晃 ﾆｼｵ ﾏｻｱｷ 02:06:30243 A4260 枚方市
片山 雅基 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻｷ 02:06:50244 B4335 芦屋市
中橋 充宏 ﾅｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ 02:07:12245 B4388 尼崎市
松下 恭久 ﾏﾂｼﾀ ｸﾆﾋｻ 02:07:14246 B4487 姫路市
北村 天嶺 ｷﾀﾑﾗ ｱﾏﾈ 02:08:05247 B4328 芦屋市
前田 勝哉 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾔ 02:08:07248 A4146 尼崎市
マルティネズ ル ﾏﾙﾃｨﾈｽﾞ ﾙｲｽ 02:08:09249 B4357 京都市
崎岡 淳 ｻｷｵｶ ｼﾞｭﾝ 02:08:12250 A4204 池田市
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峯本 敦史 ﾐﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 02:08:13251 B4346 西宮市
矢野 裕介 ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 02:08:19252 B4434 西宮市
大谷 碧 ｵｵﾀﾆ ｱｵｲ 02:08:51253 B4429 京都市
藤村　翔吾 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 02:09:12254 A4120 東京都葛
林 一成 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 02:09:25255 A4207 茨木市
小平雅浩 平雅 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾋﾛ 02:09:37256 A4299 神戸市
松崎 康裕 ﾏﾂｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 02:09:55257 A4245 豊中市
Ｏｔｕｏ Ａｃｈｅａｍ ｵｳﾂ ｱﾁｬﾝﾎﾟﾝ 02:10:05258 B4416 西宮市
平野 享 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 02:10:07259 B4406 尼崎市
多米 貴裕 ﾀﾒ ﾀｶﾋﾛ 02:10:19260 B4344 神戸市
齋藤 達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 02:10:31261 A4291 大阪市
大野 健 ｵｵﾉ ｹﾝ 02:10:49262 B4409 神戸市
佐藤 弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 02:11:09263 A4275 明石市
小森 一 ｺﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 02:11:16264 B4336 神戸市
坂東 義郎 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾛｳ 02:11:51265 B4313 西宮市
泉 幸平 ｲｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ 02:11:53266 A4253 神戸市
渡部 雄登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 02:11:55267 A4277 神戸市
森口 真吾 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 02:12:28268 A4229 栗東市
青山 尚樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 02:12:40269 B4431 大阪市
白井 宏幸 ｼﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 02:12:43270 A4265 三田市
佐藤 智紀 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 02:13:11271 A4276 吹田市
森本 悠太 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 02:13:20272 B4468 姫路市
上田 真彰 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 02:13:34273 B4354 大阪市
荒井 和也 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 02:13:54274 B4471 大阪市
田鍋 誠 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 02:13:58275 B4391 芦屋市
小宮山 大地 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 02:14:01276 A4289 大阪市
松藤 義人 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾖｼﾋﾄ 02:14:07277 A4192 神戸市
角谷 友貴 ｶｸﾀﾆ ﾄﾓｷ 02:14:13278 B4338 伊丹市
山本 哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 02:15:12279 B4433 京都市
嘉名 朗 ｶﾅ ｱｷﾗ 02:17:16280 B4421 池田市
有馬 千裕 ｱﾘﾏ ﾁﾋﾛ 02:17:52281 B4401 神戸市
岩田 茂 ｲﾜﾀ ｼｹﾞﾙ 02:19:05282 B4439 西宮市
森川 勇 ﾓﾘｶﾜ ｲｻﾑ 02:19:28283 B4347 岸和田市
山本 恭範 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 02:20:11284 B4355 たつの市
田村 雅幸 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 02:20:39285 B4449 箕面市
酒井 利明 ｻｶｲ ﾄｼｱｷ 02:20:40286 A4272 丹波篠山
長田 考広 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 02:20:58287 B4312 豊中市
山本 宏城 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 02:21:34288 B4308 生駒郡
谷口 翔悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 02:22:06289 B4321 大阪市
芳野 啓 ﾖｼﾉ ｹｲ 02:22:35290 A4294 神戸市
今西 良 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳ 02:24:07291 B4460 尼崎市
黒田 紘次 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｼﾞ 02:24:14292 B4474 神戸市
松雪 竜治 ﾏﾂﾕｷ ﾘｮｳｼﾞ 02:24:33293 B4473 東京都大
酒井 達展 ｻｶｲ ﾀﾂﾉﾌﾞ 02:25:27294 B4451 八幡市
岡田 優 ｵｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 02:25:32295 B4351 大阪市
稲垣 光紀 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾉﾘ 02:25:44296 B4453 堺市
養畑 智則 ﾖｳﾊﾀ ﾄﾓﾉﾘ 02:26:00297 B4405 神戸市
柴原 重太 ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾋﾛ 02:26:04298 B4327 西宮市
内田 理都 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾂ 02:26:15299 B4483 吹田市
中野 隆志 ﾅｶﾉ ﾀｶﾕｷ 02:26:16300 B4485 吹田市
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陳 佳琪 ﾁﾝ ｶｷ 02:28:25301 A4168 大阪市
吉村 公太 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ 02:28:49302 A4154 伊丹市
太田 尚輝 ｵｵﾀ ﾅｵｷ 02:28:56303 B4484 吹田市
堤 宏二 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ 02:29:04304 B4491 大阪市
竹内 健悟 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ 02:29:27305 B4339 芦屋市
東畠 雅俊 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 02:29:52306 B4470 東大阪市
飯干 優 ｲｲﾎﾞｼ ﾕｳ 02:30:13307 B4318 大阪市
西野 史識 ﾆｼﾉ ﾌﾐﾉﾘ 02:31:53308 B4504 芦屋市
岡本 朝日 ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ 02:31:58309 B4390 西宮市
國澤 武夫 ｸﾆｻﾜ ﾀｹｵ 02:32:35310 B4420 生駒市
野村 勇貴 ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 02:32:39311 B4315 大阪市
鈴木 達典 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾉﾘ 02:33:29312 B4309 摂津市
油野 大輔 ｱﾌﾞﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ 02:34:06313 B4457 芦屋市
豊原 宏章 ﾄﾖﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 02:34:16314 B4360 神戸市
大村 敦史 ｵｵﾑﾗ ｱﾂｼ 02:34:34315 B4385 川西市
廣瀬 潤一 ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:35:09316 B4446 明石市
山本 善則 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 02:35:28317 B4340 尼崎市
長澤 寛武 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛﾑ 02:36:15318 B4320 大阪市
庄 達也 ｼｮｳ ﾀﾂﾔ 02:36:36319 B4403 伊丹市
白根 大雅 ｼﾗﾈ ﾀｲｶﾞ 02:37:37320 B4414 大阪市
笠井 健一 ｶｻｲ ｹﾝｲﾁ 02:38:45321 B4422 箕面市
川口 智士 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 02:39:54322 B4462 芦屋市
石橋 正晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｱｷ 02:40:08323 B4311 明石市
西山 彰一 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 02:40:34324 B4466 札幌市
松井 浩之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 02:41:58325 B4437 明石市
桐山 優貴 ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 02:43:24326 B4458 大阪市
齊藤 巧 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 02:43:45327 B4495 高槻市
西田 充紘 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 02:45:29328 A4292 豊中市
堤 大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 02:47:58329 B4342 守口市
濱田 剛弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 02:48:18330 B4410 西宮市
寺山 直樹 ﾃﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 02:48:50331 B4447 深谷市
津田 芳彦 ﾂﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 02:49:46332 B4408 茨木市
児島 紘之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 02:50:09333 B4479 相生市
西田 佳宏 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 02:50:15334 B4455 神戸市
黒川達也 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ 02:51:04335 B4489 西宮市
掛谷 俊介 ｶｹﾔ ｼｭﾝｽｹ 02:53:27336 B4307 芦屋市
宮竹 博之 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 03:01:18337 B4343 守口市
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女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

住　所

瀬口 美香 ｾｸﾞﾁ ﾐｶ 01:21:091 A4040 伊丹市
村田 さやか ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 01:23:512 A4051 神戸市
横田 歩 ﾖｺﾀ ｱﾕﾐ 01:24:523 A4024 三木市
鴨川 成美 ｶﾓｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 01:26:254 A4055 西宮市
西田 彩花 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｶ 01:30:335 A4069 茨木市
田村 祥恵 ﾀﾑﾗ ﾖｼｴ 01:32:006 A4191 板野郡
橋本 久美 ﾊｼﾓﾄ ｸﾐ 01:32:357 A4057 西宮市
村野 朱見 ﾑﾗﾉ ｱｹﾐ 01:43:018 A4085 大和高田
川村 朱乃 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 01:47:509 A4166 神戸市
神名 ひとみ ｼﾝﾒｲ ﾋﾄﾐ 01:50:2710 A4173 芦屋市
草野 ひかる ｸｻﾉ ﾋｶﾙ 01:52:0711 B4365 生駒市
不破 菜津美 ﾌﾜ ﾅﾂﾐ 01:52:5312 A4258 茨木市
松村 優 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳ 01:54:2613 A4254 西宮市
中島 奈緒 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵ 01:55:4014 B4304 西宮市
玉谷 冬季子 ﾀﾏﾀﾆ ﾄｷｺ 01:55:4215 A4202 姫路市
藤原 妙秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｴﾎ 01:56:5616 B4305 芦屋市
浅井 妙子 ｱｻｲ ﾀｴｺ 01:57:2117 A4274 吹田市
藤尾 麻未 ﾌｼﾞｵ ｱｻﾐ 01:57:4418 A4193 神戸市
東野 千絵 ﾋｶﾞｼﾉ ﾁｴ 01:59:3819 A4252 神戸市
堀 陽子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 02:00:2420 A4268 西宮市
高木 美佐 ﾀｶｷﾞ ﾐｻ 02:01:1521 A4220 神戸市
中谷 千秋 ﾅｶﾀﾆ ﾁｱｷ 02:02:2522 B4436 神戸市
山本 優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 02:05:0823 B4418 神戸市
川畑 まみ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾐ 02:05:4024 B4324 尼崎市
岩本 香織 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾘ 02:05:4725 B4306 大阪市
藤田 恵美 ﾌｼﾞﾀ ｴﾐ 02:06:1426 B4353 守口市
山口 絵里 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ 02:06:4827 B4393 加古川市
立林 優依 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 02:07:3328 B4501 大阪市
小松 由己代 ｺﾏﾂ ﾕｷﾖ 02:08:5629 B4413 芦屋市
池野 千夏 ｲｹﾉ ﾁｶ 02:09:5030 B4442 西宮市
向井 友理 ﾑｶｲ ﾕﾘ 02:10:0131 B4444 橋本市
宮崎 菜苗 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｴ 02:10:3032 B4417 神戸市
須原 愛子 ｽﾊﾗ ｱｲｺ 02:11:3633 A4295 尼崎市
村田 みどり ﾑﾗﾀ ﾐﾄﾞﾘ 02:12:3034 B4426 西宮市
日吉 翔子 ﾋﾖｼ ｼｮｳｺ 02:12:4535 B4435 芦屋市
津和崎 有紗 ﾂﾜｻﾞｷ ｱﾘｻ 02:13:3636 B4428 神戸市
三木 万祐子 ﾐｷ ﾏﾕｺ 02:14:0037 B4430 神戸市
岡田 真依　 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 02:14:1838 B4323 大阪市
伊原 佑香 ｲﾊﾗ ﾕｶ 02:14:2239 B4350 加古川市
大井 佑夏 ｵｵｲ ﾕｶ 02:14:2640 B4322 加古川市
下條 里菜 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾅ 02:14:3141 B4464 高槻市
佐久間 敬子 ｻｸﾏ ｹｲｺ 02:14:3342 A4007 守口市
河野 茜 ｶﾜﾉ ｱｶﾈ 02:14:5243 B4443 大阪市
石井 恵理 ｲｼｲ ｴﾘ 02:15:2244 A4287 大阪市
藤田 葵 ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 02:15:3345 B4310 町田市
酒谷 麻由佳 ｻｶﾀﾆ ﾏﾕｶ 02:16:4046 B4375 高槻市
西村 五月 ﾆｼﾑﾗ ｻﾂｷ 02:17:0847 B4395 京都市
桐畑 清香 ｷﾘﾊﾀ ｻﾔｶ 02:17:0848 B4469 大阪市
江本 英代 ｴﾓﾄ ﾊﾅﾖ 02:18:3749 B4441 神戸市
藤本 博美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 02:19:2850 B4379 岸和田市
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女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ

住　所

金山 香世 ｶﾅﾔﾏ ｶﾖ 02:19:2951 B4419 尼崎市
中東 梨恵 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾘｴ 02:21:2552 B4384 大阪市
河野 利奈 ｺｳﾉ ﾘﾅ 02:24:5753 B4505 大阪市
一宮 星来 ｲﾁﾐﾔ ｾｲﾗ 02:25:5154 B4475 姫路市
御宿 恵美 ｵﾔﾄﾞ ｴﾐ 02:26:3155 B4488 西宮市
松本 志歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 02:26:5056 A4264 枚方市
青井 麻唯子 ｱｵｲ ﾏｲｺ 02:26:5557 B4411 大阪市
柏岡 彩美 ｶｼｵｶ ｱﾔﾐ 02:27:4958 B4425 大東市
油野 知子 ｱﾌﾞﾗﾉ ﾄﾓｺ 02:34:0659 B4459 芦屋市
松井 美樹 ﾏﾂｲ ﾐｷ 02:35:1460 B4494 西宮市
足立 愛実 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅﾐ 02:40:0961 B4398 大阪市
沖田 梨恵 ｵｷﾀ ﾘｴ 02:41:0362 B4492 吹田市
寺田 舞香 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｲｶ 02:44:0663 B4412 明石市
服部 紗瑛香 ﾊｯﾄﾘ ｻｴｶ 02:44:1064 B4364 神戸市
黒川奈緒子 ｸﾛｶﾜ ﾅｵｺ 02:51:0465 B4493 西宮市
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