
62 佐々木 亜留 0:37:291 姫路市姫路商業高等学校18ｻｻｷ ｱﾙ

60 村上 健太郎 0:37:472 姫路市姫路工業高校16ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ

64 高見 空我 0:38:293 姫路市姫路商業高等学校16ﾀｶﾐ ｸｳｶﾞ

68 有山 尚輝 0:38:384 福岡県九州共立大学20ｱﾘﾔﾏ ﾅｵｱｷ

44 馴松 佑稀 0:40:265 加古川市各駅停車SC25ﾅﾚﾏﾂ ﾕｳｷ

65 寺田 貴洋 0:40:416 愛知県37ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

63 澤西 大毅 0:40:487 姫路市姫路商業高等学校16ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ

39 宮田 康一郎 0:41:038 大阪府27ﾐﾔﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ

33 和田 健太 0:41:299 明石市ｺﾅﾐ明石大久保32ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ

27 松田 健一郎 0:41:3210 神戸市30ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

70 田中 魁都 0:41:3411 姫路市神戸村野工業高等学校18ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

71 渡 大樹 0:42:0512 神戸市神戸村野工業高等学校16ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ

43 藤野 佑規 0:42:3413 大阪府32ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ

8 中井 陽一郎 0:43:5514 大阪府しるえっと35ﾅｶｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ

72 岡 魁里 0:44:2315 神戸市神戸村野工業高等学校16ｵｶ ｶｲﾘ

67 宰井 良輔 0:44:3916 神戸市39ｻｲ ﾘｮｳｽｹ

69 田中 智也 0:45:0117 神戸市神戸村野工業高等学校17ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

75 徳安 一樹 0:46:1918 明石市神戸村野工業高等学校16ﾄｸﾔｽ ｶｽﾞｷ

73 藤本 利伊人 0:46:2019 姫路市神戸村野工業高等学校15ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｲﾄﾞ

40 中井 滉 0:46:5920 明石市24ﾅｶｲ ﾋﾛ

16 山口 政成 0:47:2321 大阪府36ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾅﾘ

20 萩原 靖生 0:47:5522 姫路市RHK39ﾊｷﾞﾜﾗ ﾔｽｵ

74 中田 大成 0:47:5823 姫路市神戸村野工業高等学校16ﾅｶﾀ ﾀｲｾｲ

17 林 大樹 0:48:5424 西宮市26ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ

28 太田 大貴 0:50:0525 大阪府25ｵｵﾀ ﾀﾞｲｷ

25 吉田 宗介 0:51:0226 大阪府39ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ

26 岩松  嵐士郎 0:51:1027 岡山県G-united OWS24ｲﾜﾏﾂ ﾗﾝｼﾛｳ

24 小田 哲也 0:52:0028 神戸市ｼｽﾒｯｸｽ34ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ

9 中野 健一 0:53:2429 姫路市18ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ

45 水野 豊文 0:53:2630 姫路市各駅停車SC36ﾐｽﾞﾉ ﾄﾖﾌﾐ

14 鎌田 健吾 0:53:5631 大阪府30ｶﾏﾀ ｹﾝｺﾞ

42 瀧石 英貴 0:54:1332 三重県津ﾄｯﾌﾟｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ37ﾀｷｲｼ ﾋﾃﾞｷ

55 川崎 直也 0:54:2133 神戸市ｵｷｼｰ北鈴38ｶﾜｻｷﾅｵﾔ 

29 室井 雄達 0:54:2134 姫路市各駅停車SC39ﾑﾛｲ ﾕｳﾀﾂ

30 久保 健 0:54:2435 明石市37ｸﾎﾞ ﾀｹﾙ

19 藤山 竜大 0:54:3136 大阪府39ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ

82 田中 孝志 0:54:4537 愛知県G-united ows32ﾀﾅｶ ﾀｶｼ

35 深見 康弘 0:54:5838 広島県G-united OWS30ﾌｶﾐ ﾔｽﾋﾛ

11 鎌田 哲治 0:55:1739 大阪府ｺﾅﾐ京橋39ｶﾏﾀﾞ ﾃﾂﾊﾙ

21 下川 拓実 0:55:2540 明石市21ｼﾓｶﾜ ﾀｸﾐ

36 高山 功平 0:55:5241 神戸市22ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ

37 水田 浩紀 0:57:2242 姫路市39ﾐｽ ﾋﾛｷ

3 清水 俊貴 0:57:2443 西宮市芦屋浜ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ39ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ

47 大中 人也 0:57:2944 京都府38ｵｵﾅｶ ﾋﾄﾔ

78 太井 義真 0:58:1945 高砂市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部35ﾀｲ ﾖｼﾏｻ

59 田中 誠悟 0:59:5146 和歌山県35ﾀﾅｶ ｾｲｺﾞ

18 小原 忠昭 1:00:4747 大阪府37ｺﾊﾗ ﾀﾀﾞｱｷ

61 永田 貴之 1:03:0748 姫路市35ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ

34 三宮 佑介 1:03:1349 加古川市35ｻﾝﾉﾐﾔ ﾕｳｽｹ

83 廣畑 吉英 1:03:2350 大阪府34ﾋﾛﾊﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ



46 井藤 圭亮 1:03:4451 神戸市22ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

53 細谷 康太 1:03:5352 高砂市34ﾎｿﾔ ｺｳﾀ

49 北山 聡一郎 1:04:0653 神戸市39ｷﾀﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ

4 後藤 勇樹 1:04:5054 加古川市後藤家31ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

31 朝田 雄介 1:04:5655 西宮市35ｱｻﾀﾞ ﾕｳｽｹ

50 山本 悠 1:05:3956 高砂市34ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ

7 福井 洋平 1:07:3357 神奈川県34ﾌｸｲ ﾖｳﾍｲ

15 玉田 晋平 1:08:4158 大阪府39ﾀﾏﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

10 藤田 敏一 1:08:5859 猪名川町39ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ

2 安延 洋平 1:08:5860 神戸市36ﾔｽﾉﾍﾞ ﾖｳﾍｲ

1 桂 大輔 1:10:1661 洲本市32ｶﾂﾗ ﾀﾞｲｽｹ

38 中西 健之介 1:10:2062 姫路市30ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾉｽｹ

81 改発 大記 1:11:0663 太子町32ｶｲﾊﾂ ﾋﾛｷ

41 坪井 亨 1:11:1164 神戸市MNEC水泳部32ﾂﾎﾞｲ ﾄｵﾙ 

56 上村 大輔 1:12:4265 姫路市Nasso35ｳｴﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

32 岩本 磨 1:13:3766 姫路市20ｲﾜﾓﾄ ﾘﾝ

22 嶋津 健二 1:13:4167 姫路市27ｼﾏﾂﾞ ｹﾝ

48 森尾 晃吉 1:13:5168 神戸市36ﾓﾘｵ ｱｷﾖｼ

66 小西 隆夫 1:15:2369 東京都37ｺﾆｼ ﾀｶｵ

54 本郷 功 1:17:1370 神戸市32ﾎﾝｺﾞｳ ｲｻｵ

12 山崎 真照 1:18:2971 赤穂市34ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾃﾙ

23 松下 翔 1:19:1272 姫路市27ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ

80 濱野 杏泰 1:19:3673 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部18ﾊﾏﾉ ｷｮｳﾀ

77 安積 生竜 1:19:3674 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部15ｱﾂﾞﾐ ｷﾘｭｳ

52 入江 大海 1:27:5775 姫路市22ｲﾘｴ ﾋﾛｳﾐ



178 安藤 昌樹 0:39:071 加古川市ｶｰｵﾌｨｽ ｷﾝｸﾞ43ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ

132 古橋 賢悟 0:40:362 姫路市各駅停車SC41ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ

84 竹内 一彦 0:41:373 神戸市ﾕｲﾕｲ戦隊ｵﾖｸﾞﾝｼﾞｬｰ48ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ

159 小田 将之 0:42:074 南あわじ市淡路MSC41ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

92 田中 幹也 0:42:285 大阪府43ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ

188 塩谷 裕司 0:42:436 加古川市42ｼｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ

141 斎藤 史郎 0:43:167 京都府ほわいとぴっぐ46ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ

163 田熊 邦郎 0:44:018 京都府40ﾀｸﾞﾏ ｸﾆｵ

173 川瀬 隆志 0:45:499 愛知県落花生研究会44 ｶﾜｾ ﾀｶｼ

112 薗畑 敦史 0:46:2110 明石市ｵｷｼ北鈴45ｿﾉﾊﾀ ｱﾂｼ

183 船本 義則 0:46:4411 尼崎市G-united ows43ﾌﾅﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

149 森 敬太郎 0:47:4612 岡山県児嶋AC44ﾓﾘ ｹｲﾀﾛｳ

139 吉岡 朋宏 0:48:0413 明石市ｺﾅﾐ明石大久保46ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾋﾛ

184 重永 英能 0:48:1114 神戸市ｵｷｼ北鈴46ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

194 福島 徹 0:49:0115 神戸市40ﾌｸｼﾏ ﾄｵﾙ

192 高野 慎一 0:49:2516 高砂市ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ46ﾀｶﾉ ｼﾝｲﾁ

101 筒猪 裕史 0:49:4717 明石市Swimmys Tour43ﾂﾂｲ ﾋﾛｼ

164 前野 直之 0:50:2418 豊岡市44ﾏｴﾉ ﾅｵﾕｷ

94 林 真司 0:50:2719 岡山県IVYﾘｰｸﾞ46ﾊﾔｼ ｼﾝｼﾞ

121 西脇 唯夫 0:50:2820 姫路市42ﾆｼﾜｷ ﾀﾀﾞｵ

91 宮崎 貴生 0:50:4121 大阪府42ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｵ

115 三僮 孝一 0:50:4622 山口県48ﾐﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ

130 吉川 和宏 0:50:5823 大阪府ｺﾅﾐ和泉40ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

124 下川 和志 0:51:4424 姫路市42ｼﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ

154 西川 雅徳 0:52:1825 大阪府ちんすこう41ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ

167 野嵜 親次 0:52:2826 大阪府49ﾉｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

189 圓井 隆広 0:52:3727 姫路市42ﾏﾙｲ ﾀｶﾋﾛ

143 永田  貴士 0:52:4628 明石市46ﾅｶﾞﾀ  ﾀｶｼ

87 川上 教一 0:52:5329 大阪府44ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｶｽﾞ

116 足立 英也 0:53:1430 神戸市ﾁｰﾑひとり40ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ

177 丸山 佳巳 0:53:1631 大阪府ﾁｰﾑ･ｴﾙｴｽﾄ44ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾐ

145 中道 勇氏 0:53:2232 神奈川県43ﾅｶﾐﾁ ﾕｳｼﾞ

131 石井 賢司 0:53:3633 上郡町46ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ

136 柳田 一郎 0:53:5334 神戸市いっちょかみ水泳部43ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

103 今林 義考 0:54:0135 姫路市46ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ

176 榎本 真也 0:54:0136 大阪府ﾁｰﾑ･ｴﾙｴｽﾄ41ｴﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ

89 下川 雄史 0:54:0937 岡山県児島AC43ｼﾓｶﾜ ﾕｳｼﾞ

135 坂田 勇三 0:54:4738 姫路市43ｻｶﾀ ﾕｳｿﾞｳ

156 前田 敦司 0:54:5039 姫路市44ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

179 藤井 正浩 0:55:0040 神戸市ｵｷｼ北鈴45ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ

120 堀中 敏弘 0:55:0641 愛知県42ﾎﾘﾅｶ ﾄｼﾋﾛ

99 成瀬 哲也 0:55:4242 岡山県46ﾅﾙｾ ﾃﾂﾔ

118 岸本 陽介 0:55:4343 姫路市ﾁｰﾑしらさぎ44ｷｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

85 萩原 辰夫 0:55:5844 岡山県41ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｵ

157 奥山 彰 0:56:1245 大阪府43ｵｸﾔﾏ ｱｷﾗ

137 北野  慶治 0:56:5546 高砂市44ｷﾀﾉ ﾖｼﾊﾙ

133 久保田 啓輔 0:57:2447 高砂市高砂ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ47ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ

138 下里 和樹 0:57:3048 姫路市46ｼﾓｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ

100 岡田 昌久 0:57:4749 三重県FREEMANS49ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋｻ

110 大久保 貴光 0:57:5050 西脇市茜が丘GREENS43ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾐﾂ 



172 北池 洋 0:58:0051 大阪府NSIﾄﾗｲｱｽﾛﾝ三国校45ｷﾀｲｹ ﾋﾛｼ

144 吉岡 和幸 0:58:0452 三重県42ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ

160 山本 健二 0:58:1553 大阪府45ﾔﾏﾓ ﾄｹﾝｼﾞ 

185 西田 誠 0:58:4854 神戸市ｵｷｼ北鈴40ﾆｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

86 木村 誓一 1:00:3155 大阪府49ｷﾑﾗ ｾｲｲﾁ

174 上田 邦彦 1:00:3156 大阪府42ｳｴﾀﾞ ｸﾆﾋｺ

168 伊藤 敬 1:00:3457 大阪府49ｲﾄｳ ﾀｶｼ

190 法月 健二 1:00:3658 大阪府48ﾎｳｹﾞﾂ ｹﾝｼﾞ

122 瀧元 ﾊｼﾞﾒ 1:00:5259 姫路市45ﾀｷﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

88 赤星 雅則 1:00:5760 大阪府40ｱｶﾎﾞｼﾏｻﾉﾘ 

119 越智 仁志 1:00:5861 大阪府ｵｷｼ北鈴49ｵﾁ ﾋﾄｼ

93 meulien colas 1:01:0362 神戸市46ﾑﾘｱﾝ ｺﾗ

155 粟崎 高充 1:01:0663 奈良県ｵｷｼ北鈴49ｱﾜｻｷ ﾀｶﾐﾂ 

171 都築 臨太郎 1:01:1364 明石市42ﾂﾂﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ

113 稲垣 淳 1:01:1965 姫路市SYSMEX44ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ

193 中川 正栄 1:01:2566 尼崎市ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ45ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｴｲ  

126 志摩 和範 1:01:3367 神奈川県42ｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

158 玉田 隆信 1:01:5068 姫路市姫路ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ46ﾀﾏﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ

170 堀端 健一 1:01:5369 大阪府47ﾎﾘﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

187 灘 貴照 1:02:4370 姫路市頑張れ!おかだ49ﾅﾀﾞ ﾀｶｱｷ

166 歌原 秀晃 1:03:0071 神戸市石飛教室  大和製衡自転車部46ｳﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

98 西村 謙司 1:03:2872 大阪府46ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

161 鮫島 正俊 1:04:5473 大阪府45ｻﾒｼﾏ ﾏｻﾄｼ

114 森 幹夫 1:05:0274 姫路市各駅停車SC42ﾓﾘ ﾐｷｵ

181 白井 久之 1:05:0475 加古川市ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ45ｼﾗｲ ﾋｻﾕｷ

148 石塚 貴将 1:05:3876 東京都43ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾏｻ

108 藤本 浩之 1:05:4677 姫路市ｺﾅﾐ姫路中央49ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

104 緒方 美智彦 1:05:5178 姫路市44ｵｶﾞﾀ ﾐﾁﾋｺ

129 原 憲一 1:05:5579 新温泉町49ﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

147 宮崎 晋一 1:06:4480 西脇市46ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ

182 中筋 一人 1:06:4481 宍粟市酔泳部43ﾅｶｽｼﾞ ｶｽﾞﾄ

117 山田 洋見 1:06:4682 明石市ｼｽﾒｯｸｽ46ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ

105 来住 政典 1:06:5383 西脇市さてﾄｺAC48ｷｼ ﾏｻﾉﾘ

191 鈴木 博臣 1:08:0884 大阪府43ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵﾐ

97 吉田 進司 1:08:4185 神戸市46ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

102 衣笠 隆 1:08:5386 西脇市西脇天神池SC48ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ

175 古川 繁夫 1:09:3687 東京都44ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞｵ

128 岡田 竜 1:10:0188 京都府44ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ

134 村上 太輔 1:10:4489 加古川市43ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ

127 小林 康夫 1:10:5490 神戸市48ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ

162 佐藤 圭介 1:11:2291 神戸市兵庫県土地家屋調査士会神戸48ｻﾄｳ ｹｲｽｹ

106 宰田 国宜 1:11:5892 大阪府 " 海魂 " ｰ OCEAN SPRITS47ｻｲﾀﾞ ｸﾆﾖｼ

125 三浦 一範 1:12:2193 福崎町48ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

142 中島 賢一 1:12:4494 播磨町風っ子AC49ﾅｶｼﾏ ｹﾝｲﾁ

140 大野 力也 1:12:5795 芦屋市45ｵｵﾉ ﾘｷﾔ

107 鎌谷 奈央 1:13:0696 神戸市40ｶﾏﾀﾆ ﾅｵ

165 福田  英雄 1:14:3397 大阪府ｽﾀｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ47ﾌｸﾀﾞ  ﾋﾃﾞｵ

186 宮本 裕文 1:15:5998 姫路市頑張れ!おかだ49ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ

109 古家 資之 1:17:4299 西脇市ﾁｰﾑﾗｵｳ43ﾌﾙｲｴ ﾓﾄﾕｷ

95 藤本 幸博 1:31:06100 大阪府47ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ



250 伊藤 由哉 0:44:091 大阪府51ｲﾄｳ ﾖｼｷ

229 藤ﾉ井 俊樹 0:46:412 大阪府ｺﾅﾐ北浜55ﾌｼﾞﾉｲ ﾄｼｷ

223 田邊 博 0:47:123 愛媛県59ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ

236 永谷 達也 0:49:594 姫路市姫路赤十字病院50ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂﾔ

198 奥村 英幸 0:50:085 三重県ﾌﾘｰﾏﾝｽﾞ58ｵｸﾑﾗﾋ ﾃﾞﾕｷ 

210 入野 隆久 0:50:496 福岡県52ｲﾘﾉ ﾀｶﾋｻ

255 角張 勲 0:50:557 奈良県50ｶｸﾊﾘ ｲｻｵ

272 持井 正吾 0:50:578 神戸市50ﾓﾁｲ ｼｮｳｺﾞ

231 頃末 徹 0:50:599 神戸市ｺﾅﾐ三宮50ｺﾛｽｴ ﾄｵﾙ

217 小松 郁夫 0:52:2710 三田市ｲﾄﾏﾝ三田  三田金曜倶楽部58ｺﾏﾂ ｲｸｵ

222 磯崎 英彰 0:53:0411 岡山県50ｲｿ ﾋﾃﾞｱｷ

238 福井 英夫 0:53:2212 神戸市ﾁｰﾑこころ54ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｵ

214 青山 隆之 0:53:3013 姫路市各駅停車SC58ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾕｷ

224 山本 省三 0:53:3914 大阪府50ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ

265 服部 良一 0:53:5815 岡山県IVYﾘｰｸﾞ51ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｲﾁ

262 大熊 啓文 0:54:0016 大阪府ﾏｯｸ緑地55ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾌﾐ

269 元山 潔 0:54:1117 尼崎市53ﾓﾄﾔﾏ ｷﾖｼ

212 内田 研 0:54:1918 神戸市神戸ｳｲﾝｸﾞ56ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ

226 山田 良宏 0:55:1119 大阪府阿部野いるかもめ秀頼ｸﾗﾌﾞ51ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

199 中江 聡伸 0:55:1920 岡山県58ﾅｶｴ ｱｷﾉﾌﾞ

270 浦上 文宏 0:55:4421 大阪府ﾈｺﾞﾛ ｽｲﾐﾝ ｸﾗﾌﾞ56ｳﾗｶﾞﾐ ﾌﾐﾋﾛ

216 朝生 美徳 0:56:3022 太子町臨時漕会52ｱｻｵ ﾖｼﾉﾘ

243 田端 誠一郎 0:56:4923 三田市52ﾀﾊﾞﾀｾｲｲﾁﾛｳ 

195 藤田 東洋男 0:57:0824 大阪府ｺﾅﾐ京橋50ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖｵ

237 今井 浩 0:58:0225 大阪府53ｲﾏｲ ﾋﾛｼ

202 森口 浩次 0:58:0326 姫路市50ﾓﾘｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

225 藤原 健 0:58:0327 神戸市55ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

241 佐野 徹 0:58:1928 東京都日本無線株式会社55ｻﾉ ﾄｵﾙ

240 西村 修一 0:58:5029 大阪府ﾈｺﾞﾛｽｲﾐﾝｸﾗﾌﾞ59ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

247 長谷川 淳 0:58:5430 京都府ｱｲﾘｽ  京泳若旦那51ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ

245 宮中 一男 1:00:2331 太子町姫路ｽｲﾐﾝｸﾞ54ﾐﾔﾅｶ ｶｽﾞｵ 

239 藤原 成祥 1:00:3432 愛知県姫路赤十字病院50ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾖｼ

227 藤原  昌彦 1:00:4933 岡山県JCG姫路52ﾌｼ  ﾏｻﾋｺ

253 財津 拓哉 1:00:5534 奈良県ﾙﾈｻﾝｽ登美ヶ丘52ｻﾞｲﾂ ﾀｸﾔ 

249 坂本 雅昭 1:01:0235 大阪府東急茨木51ｻｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ

215 日浦 伸二 1:01:0436 岡山県ﾁｰﾑはっとり･ｱｲﾋﾞｰ59ﾋｳﾗ ｼﾝｼﾞ

273 畑 敏喜 1:01:4837 京都府ﾙﾈｻﾝｽ登美ヶ丘58ﾊﾀ ﾄｼｷ

258 柏山 俊彦 1:02:0038 大阪府55ｶｼﾔﾏ ﾄｼﾋｺ

256 西村 友伸 1:02:0539 神戸市52ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ

244 毛利 一郎 1:02:0740 大阪府53ﾓｳﾘ ｲﾁﾛｳ

201 松島 竹夫 1:02:1441 姫路市54ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｵ

213 紙本 敏彦 1:02:2042 加古川市52ｶﾐﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 

266 工藤 高見 1:02:3343 神戸市出雲大社 神戸分祠52ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ

267 藪田 国三 1:03:0844 尼崎市58ﾔﾌﾞﾀ ｸﾆｿﾞｳ

254 越川 英明 1:03:1445 赤穂市赤穂SS58ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

268 野村 孝久 1:03:2946 大阪府56ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋｻ

205 磯野 求 1:03:3247 大阪府53ｲｿﾉ ﾓﾄﾑ

234 畝本 実 1:03:3648 京都府ｱｲﾘｽ52ｳﾈﾓﾄ ﾐﾉﾙ

230 松本 大二郎 1:03:4249 大阪府50ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

207 福澤 淳 1:03:5650 西宮市TARC50ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ



221 小北 雅彦 1:04:0051 播磨町57ｺｷﾀ ﾏｻﾋｺ

228 福島 光浩 1:04:2752 神戸市51ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾋﾛ

246 岩井 宏光 1:04:5553 尼崎市53ｲﾜｲ ﾋﾛﾐﾂ

211 西上 信朗 1:05:3254 姫路市各駅停車SC55にしがみ のぶあき

242 小田 富広 1:05:3555 神奈川県51ｵﾀﾞ ﾄﾐﾋﾛ

203 西本 俊宏 1:05:4256 加古川市ﾁｰﾑ  有希ちゃん59ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

259 池田 淳 1:06:0357 福岡県56ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

248 松嶋 康夫 1:06:4058 奈良県G_Hammers52ﾏﾂｼﾏ ﾔｽｵ

274 三品 洋 1:06:5759 岐阜県59ﾐｼﾅ ﾋﾛｼ

233 廣島 透 1:07:3160 稲美町稲泳会57ﾋﾛｼﾏ ﾄｵﾙ

218 森谷 聡 1:08:1061 姫路市ﾁｰﾑASAP55ﾓﾘﾀﾆ ｻﾄﾙ

220 吉村 博則 1:08:3862 大阪府51ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

252 高橋 秀美 1:08:4763 上郡町ｺｲｷﾝｸﾞ57ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾐ

200 渋谷 勉 1:09:1564 三重県CCORT53ｼﾌﾞﾔ ﾂﾄﾑ

219 倉光 善之 1:10:1265 西宮市54ｸﾗﾐﾂ ﾖｼﾕｷ

260 塩崎 和彦 1:11:0866 姫路市54ｼｵｻｷ ｶｽﾞﾋｺ

208 平澤 昭宏 1:11:3867 大阪府54ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ

209 大島 文夫 1:11:4668 大阪府ｽﾀｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ56ｵｵｼﾏ ﾌﾐｵ

275 中田 亮一郎 1:12:3569 岡山県51ﾅｶﾀ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

271 山岡 篤 1:12:4970 大阪府56ﾔﾏｵｶ ｱﾂｼ

277 安本 幹治 1:14:0971 岡山県ﾁｰﾑ安本56ﾔｽﾓﾄ ｶﾝｼﾞ

257 山田 浩之 1:14:5272 大阪府59ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

197 坂本 勝 1:18:0573 加古川市52ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ

204 岡本 俊雄 1:22:4374 大阪府岸部JB57ｵｶﾓﾄ ﾄｼｵ

196 神頭 英行 1:24:0475 姫路市JSS ひめじ55ｶﾝﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

276 吉田 泰盛 1:24:0776 姫路市ｲｵﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ姫路店59ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾓﾘ

235 服部 隆雄 1:28:2577 姫路市55ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｵ



311 土井原 弘司 0:50:111 大阪府東急ｵｱｼｽ/茨木62ﾄﾞｲﾊﾗ ﾋﾛｼ

316 手塚 修 0:51:042 神戸市ｱｸﾄｽ明石61ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ

315 永峰 敏明 0:52:163 加古川市60ﾅｶﾞﾐﾈ ﾄｼｱｷ

288 三浦 晃英 0:55:114 埼玉県63ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾃﾞ

324 山下 栄男 0:55:515 神戸市Sﾊﾟﾃｨｵ66ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｵ

280 北山 峻 0:56:576 岡山県岡山ﾏﾝﾎﾞｳｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ72ｷﾀﾔﾏ ﾀｶｼ

282 大江 進 0:57:077 神戸市62ｵｵｴ ｽｽﾑ 

319 猪熊 守彦 0:57:158 東京都海人くらぶ70ｲﾉｸﾏ ﾓﾘﾋｺ

286 中井 家作 0:58:309 和歌山県66ﾅｶｲ ﾔｻｸ

317 畑 隆文 0:58:5710 岡山県ｱｲﾋﾞｰﾘｰｸﾞ66ﾊﾀ ﾀｶﾌﾐ

284 奥地 栄志 0:59:3911 大阪府ﾏｯｸ緑地71ｵｸｼﾞｲｼ 

290 梅谷 義晴 0:59:5312 神戸市神鉄SS65ｳﾒﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ

321 山中 一功 1:01:0113 神戸市ｴｽ･ﾊﾟﾃｨｵ61ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ

278 四宮 敬司 1:01:1514 神戸市67ｼﾉﾐﾔ ｹｲｼﾞ

281 長谷川 裕美 1:01:4715 明石市Swimmys Tour61ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

298 篠原 孝明 1:02:1516 福岡県ｺﾅﾐ福岡香椎69ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｱｷ

318 臼井 哲也 1:02:5617 神戸市神鉄SS63ｳｽｲ ﾃﾂﾔ

310 堤 茂 1:03:5418 神戸市ｱｸﾄｽ神戸63ﾂﾂﾐ ｼｹﾞﾙ

285 稲継 真治 1:03:5919 京都府ﾁｰﾑ亀岡61ｲﾅﾂｷﾞ  ｼﾝｼﾞ

296 志賀 雅樹 1:04:2320 豊岡市豊岡SS63ｼｶﾞ ﾏｻｷ

301 西尾 敦史 1:04:2721 神奈川県ﾁｰﾑ久末61ﾆｼｵ ｱﾂｼ

292 渡邉 誠 1:04:4822 伊丹市60ﾜﾀﾅべ ﾏｺﾄ

322 根来 浩三 1:04:5323 大阪府ﾈｺﾞﾛ ｽｲﾐﾝ ｸﾗﾌﾞ61ﾈｺﾞﾛ ｺｳｿﾞｳ

308 江幡 晃治 1:05:0624 岐阜県岐阜市歯科医師会60ｴﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

328 石野 博資 1:05:3125 加西市ｻﾝ加西68ｲｼﾉ ﾋﾛｼ

326 井村 一徳 1:05:4426 高砂市高砂ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ68ｲﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

297 井上 明夫 1:05:5827 姫路市69ｲﾉｳｴ ｱｷｵ

327 山本 徳男 1:07:0028 岡山県JSS津山74ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ

313 飯野 健太郎 1:07:0329 姫路市市川高校OB会61ｲｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

309 山地 俊一 1:07:1030 香川県C･H･FINE66ﾔﾏﾁﾞ ｼｭﾝｲﾁ

300 赤松 睦 1:08:1031 徳島県SV北島66ｱｶﾏﾂ ﾑﾂｼ

291 木下 範生 1:09:5032 三重県66ｷﾉｼﾀ ﾉﾘｵ

279 森本 隆明 1:10:5533 西宮市65ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ

303 玉置 賢治 1:12:2134 大阪府ｽﾀｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ66ﾀﾏｵｷ ｹﾝｼﾞ

325 坂手 克士 1:12:2935 岡山県JSS津山72ｻｶﾃ ｶﾂｼ

289 朝比奈 均 1:12:5136 茨城県66ｱｻﾋﾅ ﾋﾄｼ

314 安川 清一郎 1:13:2537 神戸市61ﾔｽｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ

299 前川 保夫 1:13:5938 京都府69ﾏｴｶﾜ ﾔｽｵ

312 中原 弘郎 1:15:1539 大阪府ﾁｰﾑﾌﾞﾚｲﾌﾞ82ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｵ

287 岡田 安弘 1:15:5340 神戸市兵庫ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ神戸75ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

293 石本 正治 1:16:1541 大阪府茨木水泳教室64ｲｼﾓﾄ ﾏｻｼﾞ

307 武田 忠美 1:16:5742 大阪府70ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ

294 石川 豊 1:17:0243 神戸市68ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ

302 福原 良介 1:19:4644 姫路市63ﾌｸﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

323 髙津 明 1:20:2445 大阪府鉄人くらわんか67ｺｳｽﾞ ｱｷﾗ

283 福田 恒人 1:24:5646 高知県61ﾌｸﾀﾞ ﾂﾈﾄ

306 中川 孝行 1:29:4347 神戸市ｺｽﾊﾟ名谷67ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 

320 真砂 嘉晴 1:35:4148 加古川市兵庫TCﾊﾘﾏ70ﾏｻｺﾞ ﾖｼﾊﾙ



346 大谷 七海 0:38:171 姫路市姫路商業高等学校18ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ

345 福田 萌乃 0:39:452 たつの市姫路商業高等学校16ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ

349 濱田 凛 0:40:433 上郡町姫路商業高等学校17ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ

331 古賀 千尋 0:41:084 姫路市家島SC26ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ

340 大西 悠生 0:43:485 姫路市JSS姫路ｽｲﾐﾝｸﾞ16ｵｵﾆｼ ﾕｳ

348 森山 瑠々 0:46:036 明石市姫路商業高等学校15ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ

347 西川 未来 0:47:277 たつの市姫路商業高等学校16ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ

351 前田 由衣 0:47:508 神戸市27ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ

353 濱田 純 0:48:459 神戸市23ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

352 山根 香織 0:48:5210 神戸市神戸親和女子大学21ﾔﾏﾈ ｶｵﾘ

334 田中 実奈 0:50:2211 姫路市35ﾀﾅｶ ﾐ

336 大谷 明日香 0:51:2212 明石市25ｵｵﾀﾆ ｱｽｶ

343 吉田 紗規子 0:52:3713 神戸市株式会社ｱｽﾄﾚ31ﾖｼﾀﾞ ｻｷｺ

335 西村 奈穂 0:53:3514 神戸市21ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ

342 徳丸 梨沙 0:53:4315 愛知県G-united OWS24ﾄｸﾏﾙ ﾘｻ

341 長井 直 0:54:0016 神戸市20ﾅｶﾞｲ  ﾅｵ

333 杉田  倫栄 0:55:0217 神戸市37ｽｷﾞﾀ  ﾐﾁｴ

344 松本 真菜 0:56:4318 明石市29ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ

338 細沼 睦 0:57:5519 大阪府38ﾎｿﾇﾏ ﾑﾂﾐ

337 畑尻 優里 1:04:0220 大阪府23ﾊﾀｼﾞﾘ ﾕﾘ

339 木田 薫 1:08:4821 西宮市ｺﾅﾐ和泉府中33ｷﾀﾞ ｶｵﾙ

332 福島 洋子 1:10:0722 神戸市36ﾌｸｼﾏ ﾖｳｺ



361 中村 香季 0:48:321 千葉県44ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｴ

371 篠原 美紀子 0:50:042 神戸市44ｼﾉﾊﾗ ﾐｷｺ

354 加藤 幸江 0:50:573 明石市Swimmy's  Tour41ｶﾄｳ ｻﾁｴ

356 横原 千恵子 0:52:194 姫路市Swimmys Tour40ﾖｺﾊﾗ ﾁｴｺ 

376 藤井 由加 0:53:415 神戸市ｵｷｼ北鈴43ﾌｼﾞｲ ﾕｶ

370 渡邊 里子 0:54:036 高砂市ｵｷｼ北鈴47ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ

357 川原山 由香 0:56:357 東京都44ｶﾜﾊﾗﾔﾏ ﾕｶ

369 大塚 愛 0:57:068 大阪府ｱｲﾘｽ45ｵｵﾂｶ ｱｲ

380 福島 春子 0:57:189 神戸市海人くらぶ46ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｺ

379 東 靖子 0:57:3210 神戸市いっちょかみ44ｱｽﾞﾏ ｾｲｺ

364 中井 順子 0:57:3911 神戸市45ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｺ

367 野村 利香 0:57:4812 姫路市各駅停車SC47ﾉﾑﾗ ﾘｶ

378 橘 知恵 0:59:4113 明石市JSS大久保44ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ

363 北村 あずさ 1:00:2614 大阪府43ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞｻ

365 杉本 泰代 1:00:3915 太子町各駅停車SC42ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾖ

359 日野 圭子 1:01:0516 大阪府ｽﾀｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ47ﾋﾉ ｹｲｺ

358 室井 優子 1:01:5217 大阪府2bFISH44ﾑﾛｲ ﾕｳｺ

377 平野 由美子 1:03:4518 姫路市40ﾋﾗﾉ ﾕﾐｺ

355 福田 有希子 1:05:0419 岡山県46ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ  

366 速水 綾子 1:12:0320 明石市JSS大久保46ﾊﾔﾐｽﾞ ｱﾔｺ 

374 須浪 優子 1:17:0521 大阪府49ｽﾅﾐ ﾕｳｺ

375 林 有紀 1:22:0022 西脇市40ﾊﾔｼ ﾕｷ

373 谷本 好子 1:24:0523 姫路市JSS姫路43ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｺ

368 田原 真弓 1:26:1024 尼崎市49ﾀﾊﾗ ﾏﾕﾐ



383 黒田 裕子 0:53:411 東京都52ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ

393 藤浪 奈加子 0:57:092 加古川市55ﾌｼﾞﾅﾐ ﾅｶﾞｺ

398 伊与田 千暁 1:00:423 神戸市ｵｷｼ北鈴51ｲﾖﾀﾞ ﾁｱｷ

385 若林 麻子 1:01:594 神戸市S･ﾊﾟﾃｨｵ59ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｻｺ

382 西本 洋美 1:02:465 尼崎市56ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ

387 栗木 成美 1:03:026 豊岡市55ｸﾘｷ ｼｹﾞﾐ

396 豊田 潮香 1:03:417 神戸市ｲﾄﾏﾝ50ﾄﾖﾀ ｼｵｶ

400 其阿弥 孝子 1:05:008 西宮市JSS尼宝58ｺﾞｱﾐ ﾀｶｺ

402 小津 美智子 1:05:319 姫路市津ﾄｯﾌﾟｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ58ｵﾂﾞ ﾐﾁｺ

391 飯田 淳子 1:05:3810 神戸市ｴｽ･ﾊﾟﾃｨｵ55ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 

397 岡本 美知子 1:05:4511 大阪府ｽﾀｻﾎﾟ58ｵｶﾓﾄ ﾐﾁｺ

384 渡邉 智香 1:05:5112 伊丹市56ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶ

392 三好 妙 1:05:5213 岡山県JSS津山56ﾐﾖｼ ﾀﾀｴ

399 森原 寄指子 1:06:5114 神戸市55ﾓﾘﾊﾗ ﾖｼｺ

386 大石 久美子 1:09:0215 静岡県58ｵｵｲｼ ｸﾐｺ

389 荒山 純子 1:12:1316 大阪府58ｱﾗﾔﾏ ｽﾐｺ

394 守岡 尚美 1:13:2617 赤穂市52ﾓﾘｵｶ ﾅｵﾐ

395 吉原 朋子 1:14:0518 奈良県ﾙﾈｻﾝｽ登美ｹ丘53ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓｺ

381 國富 由美 1:15:2619 岡山県児島AC54ｸﾆﾄﾐ  ﾕﾐ

401 大薮 信子 1:15:3420 大阪府56ｵｵﾔﾌﾞ ﾉﾌﾞｺ

388 戸田 佳代子 1:20:0921 神戸市56ﾄﾀﾞ ｶﾖｺ



406 漆畑 信子 1:03:101 神奈川県ｵｰﾚ港北65ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｺ

405 柴垣 純子 1:05:222 神戸市60ｼﾊﾞｶﾞｷ ｽﾐｺ

410 谷岡 伸枝 1:06:513 姫路市63ﾀﾆｵｶ ﾉﾌﾞｴ

408 川根 真理 1:08:254 西脇市西脇天神池63ｶﾜﾈ ﾏﾘ

411 上田 八千代 1:09:125 静岡県67ｳｴﾀﾞ ﾔﾁﾖ

412 姫路 惠子 1:15:276 神戸市65ﾋﾒｼﾞ ｹｲｺ

407 田中 咲美 1:16:317 神戸市ｱｸﾄｽ神戸71ﾀﾅｶ ｻｷﾐ

404 山岡 佐知子 1:21:198 東京都60ﾔﾏｵｶ ｻﾁｺ



502 北本 悠介 0:10:591 相生市ｱｸｱﾃｨｯｸ相生ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ12ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ

501 中川 育海 0:11:012 相生市12ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ

505 岡田 都愛 0:13:533 姫路市家島SC11ｵｶﾀﾞ ﾄｱ

506 上田 陽晴 0:15:164 姫路市家島SC11ｳｴﾀﾞ ﾖｳｾｲ

508 荒木 相介 0:15:265 姫路市家島SC11ｱﾗｷ ｱｲｽｹ

510 北脇 基耀 0:17:066 姫路市家島SC10ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ

507 大野 晋太郎 0:18:037 姫路市家島SC11ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

504 中村 緑 0:18:048 姫路市9ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｸ

511 関谷 祥太朗 0:19:089 姫路市家島SC10ｾｷﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ

509 山本 朝日 0:19:1810 姫路市家島SC11ﾔﾓﾓﾄ ｱｻﾋ

503 田井 輝 0:19:4511 姫路市家島SC10ﾀｲ ﾋｶﾙ



525 片矢 隆一 0:10:321 大阪府東住吉SS15ｶﾀﾔ ﾘｭｳｲﾁ

518 村上 新之介 0:11:042 姫路市HSS15ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ

517 進藤 凱音 0:11:453 三木市JSS三木13ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

520 奥野 廉  0:11:594 三木市JSS三木15ｵｸﾉ ﾚﾝ

519 岩﨑 圭二朗 0:12:025 三木市JSS三木14ｲﾜｻｷ ｹｲｼﾞﾛｳ

514 中島 琉斗 0:13:226 大阪府茨木東中学校13ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

513 藤井 隼大 0:13:247 太子町淳心学院中学校  SUN太子14ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾀ

512 二井 智央 0:13:268 たつの市龍野西中学校14ﾌﾀｲ ﾄﾓﾋﾛ

521 井貫 克海 0:13:429 太子町TNSC13ｲﾇｷ ｶﾂﾐ

527 上田 悠斗 0:13:5010 姫路市家島SC13ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ

526 京本 蒼和 0:14:1811 姫路市13ｷｮｳﾓﾄ ｿｳﾜ

523 佐々木 琉聖 0:14:2312 太子町TNSC14ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ

528 北脇 雅早登 0:14:2613 姫路市家島SC13ｷﾀﾜｷ ｱｻﾄ

515 森山 智貴 0:14:5714 太子町TNSC14ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓｷ 

524 大河内 聖也 0:15:2515 太子町TNSC14ｵｵｺｳﾁ ｾｲﾔ

516 古賀 真生 0:17:3016 太子町TNSC13ｺｶﾞ ﾏｻｷ

522 陸井 智貴 0:17:3317 太子町TNSC14ｸｶﾞｲ ﾄﾓｷ



529 大西 大悟 0:11:221 明石市お達者倶楽部38ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｺﾞ

531 緒方 裕一 0:12:452 徳島県31ｵｶﾞﾀ ﾕｳｲﾁ

536 永井 世大 0:13:293 京都府DuckBill20ﾅｶﾞｲ ｾｲﾀ

542 岡田 和哉 0:13:324 神戸市神戸村野工業高等学校16ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

538 中原 雄悟 0:13:345 明石市神戸村野工業高等学校15ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ

537 柴田 陸人 0:13:386 西宮市神戸村野工業高等学校16ｼﾊﾞﾀ ﾘｸﾄ

539 宗和 直樹 0:13:517 神戸市神戸村野工業高等学校15ｿｳﾜ ﾅｵｷ

540 辻 康嵩 0:13:558 神戸市神戸村野工業高等学校16ﾂｼﾞ ﾔｽﾀｶ

530 乙守 康太 0:14:119 姫路市33ｵﾂﾓﾘ ｺｳﾀ

546 宮本 敬太 0:14:2110 京都府21ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ

544 土井 遼太 0:14:3211 神戸市神戸村野工業高等学校16ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾀ

532 小川 浩之 0:16:0212 神戸市ﾁｰﾑ ｺｲﾉﾆｱ39ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

547 渡辺 一平 0:16:5213 姫路市消防局25ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ

541 久永 隆太 0:18:0314 神戸市神戸村野工業高等学校15ﾋｻﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ

533 仲谷 知之 0:18:4415 大阪府ﾁｰﾑ ｺｲﾉﾆｱ28ﾅｶﾔ ﾄﾓﾕｷ

543 松村 亮汰 0:24:1816 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部15ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

534 太田 一裕 0:24:5417 姫路市33ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

545 東根 忠助 0:27:5118 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部32ﾋｶﾞｼﾈ ﾀﾀﾞｽｹ



553 竹田 敏 0:13:481 加古川市ｺﾅ友加古川47ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ

552 飯田 隆彦 0:16:142 明石市43ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

549 福場 政壮 0:16:293 大阪府47ﾌｸﾊﾞ ﾏｻｼ

551 大原 崇 0:21:264 姫路市46ｵｵﾊﾗ ﾀｶｼ

554 藤井 陽一 0:26:155 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部44ﾌｼﾞｲ ﾖｳｲﾁ



560 福永 年秋 0:12:071 姫路市ｼｰﾏｽﾀｰ53ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ

561 森本 修 0:12:502 芦屋市ｾﾝﾄﾗﾙ芦屋58ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ

557 中島 泰信 0:13:133 大阪府茨木水泳教室52ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ

558 岩倉 洋之 0:14:344 姫路市花北ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ58ｲﾜｸﾗ ﾋﾛﾕｷ

555 大森 哲也 0:16:085 京都府KTC56ｵｵﾓﾘ ﾃﾂﾔ

559 奥山 浩昌 0:16:166 岡山県54ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ

556 松岡 泰雄 0:16:317 姫路市ﾁｰﾑしらさぎ53ﾏﾂｵｶ ﾔｽｵ



564 虫明 憲史 0:12:421 京都府60ﾑｼｱｷｹﾝｼ 

562 山口 誠 0:14:312 加西市67ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

566 溝口 茂 0:15:483 上郡町B&G上郡61ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ

563 河内 誠 0:15:584 宝塚市宝塚遠泳技研62ｶﾜﾁ ﾏｺﾄ

567 福永 裕 0:18:385 姫路市68ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾀｶ

565 藤本 典樹 0:18:426 上郡町B&G上郡ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ65ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｷ

571 羽室 毅 0:22:157 神戸市ｺｽﾊﾟ名谷63ﾊﾑﾛ ﾀｹｼ

569 松岡 嘉男 0:22:238 福崎町日航ｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾗﾌﾞ73ﾏﾂｵｶ ﾖｼｵ

570 福島 繁 0:26:229 西宮市74ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾙ



573 石崎 帆乃果 0:12:131 神戸市JSS三木11ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ

578 井貫 知空 0:14:082 太子町10ｲﾇｷ ﾁｿﾗ

574 浦上 乃愛 0:14:123 神戸市12ｳﾗｶﾐ ﾉｱ

579 山本 遥 0:14:384 姫路市家島SC11ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ

572 生嶋 はるな 0:15:075 姫路市姫路ｽﾎﾟｰﾂ10ｲｸｼﾏ ﾊﾙﾅ

577 中道 文音 0:17:196 姫路市JSS姫路10ﾅｶﾐﾁ ｱﾔﾈ

575 今川 七夢 0:17:397 姫路市11ｲﾏｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ

576 水田 ﾒﾗｰｵ喜海 0:18:168 奈良県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ田原本12ﾐｽﾞﾀ ﾒﾗｰｵｷﾅ

580 上田 梨愛 0:18:439 姫路市家島SC10ｳｴﾀﾞ ﾘｱ



582 出口 智佳 0:11:531 相生市東洋大学附属姫路中学校14ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｶ

581 中島 帆乃香 0:12:232 大阪府JSS茨木中央14ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ



584 浜本 花奈美 0:11:491 石川県お達者倶楽部17ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ

585 松本 めぐみ 0:15:172 姫路市34ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

583 米田 知香 0:16:383 大阪府36ﾖﾈﾀﾞ ﾁｶ

587 御所 八重 0:19:054 西宮市ﾁｰﾑ ｺｲﾉﾆｱ38ｺﾞｼｮ ﾔｴ

586 橘 愛美 0:19:405 姫路市30ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾒｸﾞﾐ

590 定久 菜々子 0:21:066 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部16ｻﾀﾞﾋｻ ﾅﾅｺ

591 川端 紀子 0:26:077 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部16ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ

592 堀田 海優 0:26:108 姫路市家島高校ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ部16ﾎﾘﾀ ﾐﾕｳ



595 進藤 ますみ 0:13:421 三木市JSS三木40ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｽﾐ

596 大久保 友美 0:18:592 加東市43ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ

594 邱 激文 0:21:143 大阪府44ｷｭｳ ｹﾞｷﾌﾞﾝ

597 大西 晶子 0:23:584 姫路市45ｵｵﾆｼ ｼｮｳｺ



598 廣島 寛子 0:19:451 稲美町56ﾋﾛｼﾏ ﾋﾛｺ 

599 三村 恵 0:23:182 加古川市52ﾐﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ



600 木村 妙 0:15:171 徳島県SAKURA60ｷﾑﾗ ﾀｴ

603 田地 一代 0:17:132 京都府66ﾀﾁﾞ ｶｽﾞﾖ

601 江崎 千衣子 0:20:233 芦屋市ｾﾝﾄﾗﾙｳｴﾙﾈｽﾈｽｸﾗﾌﾞ芦屋62ｴｻｷ ﾁｴｺ

602 山崎 比加留 0:24:454 芦屋市60ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ


