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436 曽我部　拓磨 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ  7:51:221 大阪府

527 森賀　信行 ﾓﾘｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  8:05:162 愛媛県

119 木畑　貴行 ｷﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ  8:31:193 和歌山県

33 稲次　寿史 ｲﾅｼﾞ ﾋｻｼ  8:35:054 兵庫県

262 島津　雄次 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ  8:37:245 和歌山県

431 杉下　博一 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ  8:39:236 北海道

468 中西　友紀 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ  8:44:477 愛知県

354 伊藤　栄志 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ  8:54:028 愛知県

429 白石　淳一 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ  9:08:059 高知県

385 甲斐　豊健 ｶｲ ﾄﾖﾀｹ  9:08:1610 京都府

15 青木　利博 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ  9:12:3011 兵庫県

115 大村　樹 ｵｵﾑﾗ ﾀﾂﾙ  9:17:2012 大阪府

242 押谷　健 ｵｼﾀﾆ ﾀｹｼ  9:34:2913 兵庫県

291 畑地　卓 ﾊﾀｼﾞ ｽｸﾞﾙ  9:36:5514 愛知県

386 片平　大樹 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ  9:37:1315 兵庫県

297 松下　友吾 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺﾞ  9:38:2516 兵庫県

457 出口　善崇 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ  9:38:2617 大阪府

470 中松　常晃 ﾅｶﾏﾂ ﾂﾈｱｷ  9:39:4518 和歌山県

73 吉岡　康博 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ  9:44:0719 大阪府

202 松田　奨平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  9:45:3220 和歌山県

158 生島　利彦 ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ  9:53:1121 大阪府

464 刀根　克之 ﾄﾈ ｶﾂﾕｷ 10:09:1222 三重県

405 北本　哲也 ｷﾀﾓﾄ ﾃﾂﾔ 10:10:1123 大阪府

495 檜垣　孝志 ﾋｶﾞｷ ﾀｶｼ 10:10:5724 大阪府

533 山口　健太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 10:12:0425 愛知県

393 萱野　賢 ｶﾔﾉ ｹﾝ 10:12:2326 奈良県

85 勝間田　礼司 ｶﾂﾏﾀ ﾚｲｼﾞ 10:14:3727 大阪府

214 大江　孝之 ｵｵｴ ﾀｶﾕｷ 10:16:1728 和歌山県

167 大橋　孝広 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 10:20:4429 京都府

506 前山　和敏 ﾏｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 10:23:5930 大阪府

81 稲田　勝浩 ｲﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 10:25:1231 和歌山県

408 清川　健治 ｷﾖｶﾜ ｹﾝｼﾞ 10:35:3632 三重県

105 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 10:38:0333 神奈川県

428 白井　潤 ｼﾗｲ ｼﾞｭﾝ 10:42:2234 滋賀県

501 廣瀬　信彦 ﾋﾛｾ ﾉﾌﾞﾋｺ 10:43:2035 奈良県

529 森田　啓太 ﾓﾘﾀ ｹｲﾀ 10:43:3436 埼玉県

154 安達　学 ｱﾝﾀﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 10:43:4237 兵庫県

48 加藤　隆志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 10:51:3638 和歌山県

439 高市　直茂 ﾀｶｲﾁ ﾅｵｼｹﾞ 10:52:3039 兵庫県

357 稲垣　洋 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 10:58:4640 兵庫県

545 横山　徹 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 11:03:3841 京都府

474 楢崎　晃 ﾅﾗｻｷ ｱｷﾗ 11:10:0242 大阪府

233 井出　孝英 ｲﾃﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 11:12:5543 大阪府

95 西川　隆寛 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 11:18:3044 京都府

294 藤垣　聡司 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｻﾄｼ 11:18:3945 三重県

195 中村　佳史 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 11:22:2546 静岡県

514 松本　英作 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｻｸ 11:27:0647 愛知県

77 池上　祐樹 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 11:28:1448 三重県

289 中村　健 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 11:33:1049 大阪府

91 坂口　隆志 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 11:34:3250 三重県
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149 松本　基希 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｷ 11:34:5451 和歌山県

252 熊井　清晃 ｸﾏｲ ｷﾖｱｷ 11:37:4852 栃木県

497 平田　尚史 ﾋﾗﾀ ﾅｵｼﾞ 11:41:1553 東京都

265 下平　佳史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾌﾐ 11:44:1654 愛知県

239 小川　典彦 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 11:46:3555 三重県

485 橋爪　崇 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 11:47:5756 大阪府

341 芦田　学 ｱｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 11:48:2657 滋賀県

199 古津　忠雄 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 11:48:4858 兵庫県

372 榎本　武司 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 11:49:5359 東京都

348 石原　浩幸 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 11:50:2960 大阪府

550 吉武　博 ﾖｼﾀｹ ﾋﾛｼ 11:50:4561 大阪府

22 浜田　純一 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 11:53:4562 大阪府

211 山口　貴寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 11:54:2963 三重県

47 加藤　訓章 ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ 11:56:2664 静岡県

197 西尾　晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 11:57:2465 大阪府

482 西山　秀人 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 12:00:3566 大阪府

255 小杉　欣也 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾔ 12:05:0967 和歌山県

537 山地　洋樹 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 12:06:2368 兵庫県

526 守岡　正幸 ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾕｷ 12:08:5969 大阪府

132 福井　智也 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 12:15:0070 和歌山県

553 渡部　晃一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 12:19:4771 埼玉県

364 植木　謙二 ｳｴｷ ｹﾝｼﾞ 12:21:1772 大阪府

324 佐藤　史崇 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 12:23:3373 和歌山県

163 宇田　真啓 ｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 12:24:5574 大阪府

437 曽根　良介 ｿﾈ ﾘｮｳｽｹ 12:25:0275 静岡県

212 山口　裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 12:26:2876 東京都

521 宗像　伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 12:28:0977 茨城県

138 八内　剛志 ﾔｳﾁ ﾀｹｼ 12:28:4278 大阪府

198 西川　栄一 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 12:30:3079 兵庫県

60 小田　佳典 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 12:32:1580 徳島県

274 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 12:32:2881 徳島県

311 山本　芳敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 12:36:5282 京都府

97 福森　繁 ﾌｸﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 12:39:2183 大阪府

200 堀畑　剛 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 12:42:3984 和歌山県

100 松浦　慎吾 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｺﾞ 12:43:1385 大阪府

102 宮本　啓由 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 12:44:0486 大阪府

535 山口　昌宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 12:45:0287 大阪府

96 廣瀬　智彰 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ 12:45:0288 東京都

473 中村　裕志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 12:45:2089 大阪府

524 望月　一弘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 12:47:4990 静岡県

277 田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 12:49:3391 京都府

424 屬　貴大 ｻｯｶ ﾀｶﾋﾛ 12:51:3792 和歌山県

339 若林　和樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 12:52:0393 三重県

251 久保　忠大 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 12:52:4194 和歌山県

26 大井　大介 ｵｵｲ ﾀﾞｲｽｹ 12:53:0295 愛知県

258 坂本　規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 12:53:1596 長崎県

367 内山　努 ｳﾁﾔﾏ ﾂﾄﾑ 12:53:3897 奈良県

164 浦田　光章 ｳﾗﾀ ﾐﾂｱｷ 12:55:5598 愛知県

538 山田　啓輔 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 12:56:5299 滋賀県

295 増川　修 ﾏｽｶﾜ ｵｻﾑ 12:56:59100 京都府
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92 島　智秀 ｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 13:00:09101 三重県

471 中村　健児 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 13:00:46102 三重県

263 志水　大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 13:03:58103 大阪府

207 森脇　一宏 ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 13:05:26104 岐阜県

272 千野　昌利 ｾﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 13:15:17105 京都府

286 中谷　祥之 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 13:16:51106 和歌山県

404 北村　康典 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 13:19:47107 京都府

161 上田　祥吾 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 13:21:43108 和歌山県

135 藤原　基樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 13:22:56109 愛知県

17 木田　直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 13:28:05110 埼玉県

539 山田　弘洙 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼｭ 13:28:57111 和歌山県

346 井内　聡 ｲｳﾁ ｻﾄｼ 13:30:30112 京都府

332 間瀬　敦史 ﾏｾ ｱﾂｼ 13:37:11113 愛知県

318 遠藤　裕志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 13:37:46114 兵庫県

80 安部　英一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 13:41:31115 愛知県

472 中村　大成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 13:43:28116 大阪府

548 吉田　勝一 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 13:43:30117 奈良県

365 上杉　幸弘 ｳｴｽｷﾞ ﾕｷﾋﾛ 13:44:30118 愛媛県

281 田中　良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 13:45:11119 京都府

402 鬼界　友則 ｷｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 13:47:13120 滋賀県

475 成澤　和雄 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｵ 13:48:00121 奈良県

391 上地　慎吾 ｶﾐｼﾞ ｼﾝｺﾞ 13:48:44122 和歌山県

243 尾西　克之 ｵﾆｼ ｶﾂﾕｷ 13:52:19123 大阪府

449 田之上　哲也 ﾀﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 13:52:42124 愛媛県

254 郡山　猛 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 13:53:03125 大阪府

390 鎌苅　幸弘 ｶﾏｶﾘ ﾕｷﾋﾛ 13:53:03126 大阪府

249 上平　勇介 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾕｳｽｹ 13:53:52127 和歌山県

66 滝川　洋司 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ 13:55:01128 愛知県

425 澁谷　明緒 ｼﾌﾞﾔ ｱｷｵ 13:56:19129 大阪府

278 田中　朋之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 13:59:09130 京都府

221 玉田　良造 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 13:59:48131 奈良県

376 太田　和光 ｵｵﾀ ﾜｺｳ 14:01:27132 埼玉県

416 小林　裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 14:03:36133 愛知県

43 塩路　健一 ｼｵｼﾞ ｹﾝｲﾁ 14:08:31134 大阪府

487 濱口　優作 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 14:09:27135 大阪府

75 濱邉　貴志 ﾊﾏﾍﾞ ﾀｶｼ 14:10:33136 大阪府

460 東條　零司 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾚｲｼﾞ 14:12:27137 徳島県

98 藤井　政直 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 14:12:38138 静岡県

512 松田　考司 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 14:13:50139 愛知県

72 森　勇樹 ﾓﾘ ﾕｳｷ 14:16:23140 和歌山県

320 岡浦　豊誠 ｵｶｳﾗ ﾄﾖｾｲ 14:18:20141 和歌山県

441 髙田　潤 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 14:18:28142 愛知県

216 倉本　克治 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 14:18:49143 愛知県

445 竹下　訓央 ﾀｹｼﾀ ﾉﾘﾄﾓ 14:20:06144 和歌山県

219 髙橋　欽也 ﾀｶﾊｼ ｷﾝﾔ 14:20:54145 大阪府

507 増田　文彦 ﾏｽﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 14:21:45146 和歌山県

141 吉野　修 ﾖｼﾉ ｵｻﾑ 14:22:51147 奈良県

186 髙地　博寛 ﾀｶｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 14:27:24148 京都府

63 酒本　育弥 ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 14:29:19149 埼玉県

28 斎藤　兆則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 14:30:29150 愛知県
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44 森　浩二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 14:33:10151 滋賀県

270 瀬戸　相平 ｾﾄ ｿｳﾍｲ 14:33:24152 和歌山県

336 山下　純史 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｼ 14:36:00153 和歌山県
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