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602 松本　久昌 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾖ  5:04:221 東京都

624 寺地　豊 ﾃﾗｼﾞ ﾕﾀｶ  5:28:082 和歌山県

605 田中　由美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ  5:32:233 大阪府

601 坂口　尊紀 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ  5:35:264 三重県

655 佐藤　奈緒美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ  6:24:205 和歌山県

637 田村　浩二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ  6:26:516 愛知県

750 空地　久予 ｿﾗｼﾞ ﾋｻﾖ  6:34:447 三重県

619 中村　嘉典 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ  6:37:028 和歌山県

732 久保　一郎 ｸﾎﾞ ｲﾁﾛｳ  6:44:029 三重県

688 佐竹　薫 ｻﾀｹ ｶｵﾙ  6:52:3110 岐阜県

689 椎崎　竜矢 ｼｲｻﾞｷ ﾀﾂﾔ  6:53:4911 和歌山県

673 岩田　まゆみ ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ  7:01:1112 愛知県

698 長谷川　晃一 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ  7:03:4213 大阪府

684 黒石　悦子 ｸﾛｲｼ ｴﾂｺ  7:09:3114 大阪府

712 泉尾　大志 ｲｽﾞｵ ﾀｲｼ  7:14:0815 大阪府

630 福本　勝 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ  7:19:3716 滋賀県

625 川本　和也 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ  7:20:3517 京都府

706 吉田　圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ  7:22:0818 神奈川県

653 片山　清範 ｶﾀﾔﾏ ｷﾖﾉﾘ  7:22:1819 和歌山県

676 大江　京子 ｵｵｴ ｷｮｳｺ  7:23:0320 和歌山県

718 大嶋　悟士 ｵｵｼﾏ ｻﾄｼ  7:25:0021 大阪府

664 葛平　敏恵 ｸｽﾞﾋﾗ ﾄｼｴ  7:26:2922 大阪府

638 中野　道 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ  7:28:0723 大阪府

656 島袋　博子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｺ  7:29:2424 大阪府

719 大嶋　真紀 ｵｵｼﾏ ﾏｷ  7:32:4725 大阪府

670 安東　朋子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ  7:36:4926 東京都

632 藤　佑太 ﾌｼﾞ ﾕｳﾀ  7:38:0727 大阪府

768 帽子　泰士 ﾎﾞｳｼ ﾀｲｼﾞ  7:45:1928 和歌山県

707 吉村　和訓 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  7:47:3129 三重県

661 日笠山　輝秀 ﾋｶﾞｻﾔﾏ ﾃﾙﾋﾃﾞ  7:50:2530 東京都

741 佐々木　寿枝 ｻｻｷ ﾋｻｴ  7:52:3731 大阪府

757 中納　基貴 ﾅｶﾉ ﾓﾄﾀｶ  7:55:0932 愛知県

781 横瀬　将男 ﾖｺｾ ﾏｻｵ  7:55:2733 大阪府

700 宮崎　成子 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｹﾞｺ  8:11:4134 大阪府

662 松原　明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾗ  8:14:2235 和歌山県

714 上田　康仁 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ  8:16:4336 和歌山県

681 北川　孝子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｺ  8:17:0837 愛知県

760 西田　正幸 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  8:20:0038 大阪府

716 采尾　貴博 ｳﾈｵ ﾀｶﾋﾛ  8:21:3439 滋賀県

784 渡辺　雅章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ  8:22:0840 大阪府

720 大島　勝 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾙ  8:24:0541 神奈川県

748 成　慧瑩 ｾｲ ﾍﾖﾝ  8:28:0442 愛知県

647 石原　隆史 ｲｼﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ  8:28:3843 和歌山県

782 吉岡　仁子 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｺ  8:29:1944 大阪府

669 安永　雄太 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾀ  8:31:5845 和歌山県

779 山田　貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ  8:32:3946 奈良県

668 藤原　雄一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ  8:32:5147 岩手県

780 横江　俊一 ﾖｺｴ ｼｭﾝｲﾁ  8:34:0648 大阪府

736 小島　純子 ｺｼﾞﾏ ｽﾐｺ  8:37:3449 神奈川県

740 坂本　正成 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ  8:37:5950 三重県
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730 木元　敬 ｷﾓﾄ ﾀｶｼ  8:40:0551 大阪府

722 尾﨑　能彦 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ  8:45:5952 和歌山県

756 友田　紀一郎 ﾄﾓﾀﾞ ｷｲﾁﾛｳ  8:51:0253 大阪府

773 松原　洋明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ  8:51:2454 和歌山県

758 西崎　仁志 ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾄｼ  8:51:3655 徳島県

738 坂　伸浩 ｻｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ  8:51:5156 徳島県

733 熊澤　朱美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱｹﾐ  8:52:3157 三重県

703 山本　洋之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  8:52:5258 滋賀県

725 加世田　研土 ｶｾﾀﾞ ｹﾝﾄ  8:53:1159 大阪府

682 木山　由佳 ｷﾔﾏ ﾕｶ  8:54:4560 東京都

777 薮下　友理 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾕﾘ  8:54:5361 和歌山県

761 橋詰　木綿 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳ  8:54:5462 和歌山県

691 鈴木　稔 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ  8:55:3763 大阪府

772 間下　哲也 ﾏｼﾀ ﾃﾂﾔ  8:56:2464 三重県

764 樋上　美千子 ﾋｶﾐ ﾐﾁｺ  8:58:2365 徳島県

674 岩間　洋子 ｲﾜﾏ ﾖｳｺ  9:01:4766 東京都

690 新川　みのり ｼﾝｶﾜ ﾐﾉﾘ  9:02:0367 和歌山県

705 横矢　由里 ﾖｺﾔ ﾕﾘ  9:02:3368 和歌山県

640 延藤　智子 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾄﾓｺ  9:12:5369 大阪府

696 成合　由起子 ﾅﾘｱｲ ﾕｷｺ  9:13:5270 和歌山県

646 森本　康弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  9:14:1871 和歌山県

651 吉田　博樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ  9:15:2972 和歌山県

715 上野　司 ｳｴﾉ ﾂｶｻ  9:15:2973 三重県

622 村井　弘和 ﾑﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ  9:15:2974 和歌山県

615 若林　繁夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ  9:16:4475 大阪府

616 原　宏 ﾊﾗ ﾋﾛｼ  9:18:2076 大阪府

654 阪本　千佳 ｻｶﾓﾄ ﾁｶ  9:18:3377 和歌山県

677 大津　みどり ｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ  9:18:4578 徳島県

704 湯浅　美智代 ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ  9:18:4579 徳島県

763 原田　真紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ  9:18:4580 徳島県

723 小野田　賛 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾗ  9:20:2781 愛知県

766 藤野　富巳 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐ  9:24:4582 大阪府

767 古田　研二 ﾌﾙﾀ ｹﾝｼﾞ  9:26:4683 大阪府

610 広里　光昭 ﾋﾛｻﾄ ﾐﾂｱｷ  9:27:2684 大阪府

697 生川　純男 ﾅﾙｶﾜ ｽﾐｵ  9:30:3585 奈良県

721 奥冨　徹矢 ｵｸﾄﾐ ﾃﾂﾔ  9:31:0886 神奈川県

724 柏倉　雅子 ｶｼｸﾗ ﾏｻｺ  9:33:4987 神奈川県

617 目加田　博司 ﾒｶﾀ ﾋﾛｼ  9:33:5088 大阪府

751 髙野　みき ﾀｶﾉ ﾐｷ  9:33:5189 埼玉県

692 高瀬　真左代 ﾀｶｾ ﾏｻﾖ  9:35:1490 和歌山県

746 白井　香子 ｼﾗｲ ｷｮｳｺ  9:36:0391 大阪府

778 山口　敏子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｺ  9:36:0492 大阪府

672 岩木　由子 ｲﾜｷ ﾖｼｺ  9:39:4093 徳島県

765 福永　英樹 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ  9:39:4494 徳島県

613 小嶋　宏昭 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ  9:39:4795 大阪府

693 竹田　友伸 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾉﾌﾞ  9:40:5696 愛知県

680 河合　信弘 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  9:46:4297 京都府

775 松本　佳久 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋｻ  9:48:0398 和歌山県

759 西田　正彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  9:48:1599 京都府

660 夏山　繁 ﾅﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾙ  9:50:42100 三重県
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626 奥代　洋子 ｵｸﾀﾞｲ ﾖｳｺ  9:53:02101 大阪府

770 堀山　真弓 ﾎﾘﾔﾏ ﾏﾕﾐ  9:53:17102 愛知県

644 藤谷　庄司 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ  9:56:31103 和歌山県

606 大西　祐也 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾔ  9:59:16104 和歌山県

774 松本　節子 ﾏﾂﾓﾄ ｾﾂｺ 10:00:52105 大阪府

747 杉岡　則子 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 10:01:18106 兵庫県

675 植村　潤 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 10:02:50107 愛知県

701 山口　陽美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ 10:03:26108 三重県

607 口井　規秀 ｸﾁｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ 10:04:22109 和歌山県

659 中村　千珠 ﾅｶﾑﾗ ﾁｽﾞ 10:07:30110 和歌山県

639 西山　忠臣 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾀﾞｵﾐ 10:07:57111 福岡県

783 吉田　真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 10:10:07112 奈良県

771 前山　祥子 ﾏｴﾔﾏ ｻﾁｺ 10:12:23113 三重県

749 瀬部　陽子 ｾﾍﾞ ﾖｳｺ 10:13:33114 徳島県

743 佐藤　まき ｻﾄｳ ﾏｷ 10:13:33115 徳島県

737 小林　睦美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 10:14:57116 大阪府

711 荒井　隆 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 10:15:08117 東京都

608 宮津　美智子 ﾐﾔﾂﾞ ﾐﾁｺ 10:16:21118 大阪府

708 青木　倫史 ｱｵｷ ﾉﾘﾌﾐ 10:19:40119 愛知県

752 高橋　好徳 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 10:21:33120 愛知県

649 川本　裕 ｶﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 10:23:05121 奈良県

762 羽田　敏子 ﾊﾀﾞ ﾄｼｺ 10:26:28122 兵庫県

671 伊藤　礼子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 10:28:10123 大阪府

683 楠本　忠司 ｸｽﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 10:28:43124 京都府

776 三森　薫 ﾐﾂﾓﾘ ｶｵﾙ 10:35:49125 愛知県

735 小井谷　浩気 ｺｲﾀﾞﾆ ﾋﾛｷ 10:39:00126 和歌山県

729 木野　文子 ｷﾉ ｱﾔｺ 10:39:19127 愛知県

620 小山　映子 ｺﾔﾏ ｴｲｺ 10:40:44128 奈良県

728 岸田　恭子 ｷｼﾀﾞ ｷｮｳｺ 10:42:23129 大阪府

727 菊池　洋子 ｷｸﾁ ﾖｳｺ 10:43:16130 東京都

753 田宮　勝 ﾀﾐﾔ ﾏｻﾙ 10:47:42131 和歌山県

658 徳冨　政子 ﾄｸﾄﾐ ﾏｻｺ 10:48:03132 和歌山県

699 道浦　則之 ﾐﾁｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 10:48:22133 和歌山県

614 瀬戸　桂子 ｾﾄ ｹｲｺ 10:48:52134 大阪府

679 加藤　丈博 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 10:50:22135 神奈川県

742 佐藤　修平 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 10:50:40136 和歌山県

642 平原　徳佑 ﾋﾗﾊﾗ ﾉﾘｳ 10:53:03137 三重県

745 澤田　賢二 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 10:53:12138 京都府

744 佐野　正幸 ｻﾉ ﾏｻﾕｷ 10:55:09139 和歌山県

709 青木　真理 ｱｵｷ ﾏﾘ 10:56:42140 三重県

609 尾鷲　愛子 ｵﾜｼ ｱｲｺ 11:05:20141 和歌山県

621 福増　久美 ﾌｸﾏｽ ｸﾐ 11:08:00142 三重県

710 足立　恵美子 ｱﾀﾞﾁ ｴﾐｺ 11:10:29143 大阪府

667 戸川　光 ﾄｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 11:10:30144 兵庫県
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