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394 笠井　慎一 08:33:361 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ 静岡県

371 井村　毅 08:52:202 ｲﾑﾗ ﾀｹｼ 京都府

253 上野　義教 09:09:263 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 三重県

2 山田　裕一 09:11:544 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

25 石田　克人 09:26:495 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 京都府

440 白須賀　浩一 09:30:316 ｼﾗｽｶ ｺｳｲﾁ 東京都

23 森崎　泰生 09:48:387 ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ 大阪府

451 髙木　文明 09:57:248 ﾀｶｷﾞ ﾌﾐｱｷ 東京都

260 岡田　好広 10:16:099 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

89 藤田　和憲 10:24:0910 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県

448 関口　幸広 10:25:5111 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県

392 小原　康之 10:31:0912 ｵﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 大阪府

312 桝谷　雅彦 10:32:0113 ﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 大阪府

43 吉岡　英生 10:41:4814 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ 奈良県

320 村田　幸敏 10:53:0515 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾄｼ 京都府

255 後呂　卓伸 10:55:4716 ｳｼﾛ ﾀｶﾉﾌﾞ 奈良県

207 濵口　博司 10:56:4817 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪府

342 新美　善偉 11:00:2618 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県

442 城山　儀之 11:03:5219 ｼﾛﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 三重県

313 増本　浩史 11:04:2320 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾛｼ 奈良県

282 正司　豊 11:07:1521 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 愛知県

148 嶋本　勝浩 11:09:2222 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県

75 武内　滋幹 11:16:4623 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 東京都

367 犬飼　浩 11:17:3324 ｲﾇｶｲ ﾋﾛｼ 大阪府

91 青木　貴志 11:17:4125 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都

18 栄迫　功 11:28:4926 ｴｲｻｺ ｲｻｵ 滋賀県

330 渡辺　富弥 11:32:4227 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ 三重県

535 山本　健司 11:37:2928 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 三重県

280 坂口　明 11:37:5729 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都

447 鈴木　隆一 11:39:0430 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県

175 居川　均志 11:41:4631 ｲｶﾜ ﾋﾄｼ 京都府

144 小寺　拓司 11:42:1332 ｺﾃﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 愛知県

36 一ノ瀬　光海 11:42:2433 ｲﾁﾉｾ ｺｳﾐ 大阪府

133 浦田　光章 11:46:1234 ｳﾗﾀ ﾐﾂｱｷ 愛知県

222 横井　三千年 11:48:2435 ﾖｺｲ ﾐﾁﾄｼ 愛知県

70 菅野　巻雄 11:51:2336 ｶﾝﾉ ﾏｷｵ 愛知県

198 多田　眞也 11:51:4837 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾔ 大阪府

229 駒井　和幸 11:52:3338 ｺﾏｲ ｶｽﾞﾕｷ 奈良県

300 西田　雅彦 11:53:4839 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大阪府

195 高岸　隆光 11:55:2740 ﾀｶｷﾞｼ ﾘｭｳｺｳ 和歌山県

276 小林　憲司 11:55:4841 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 大阪府

425 近藤　耕治 11:59:0042 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 愛知県

109 藤原　敬也 11:59:2343 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾔ 兵庫県

103 高宮　正能 12:00:0344 ﾀｶﾐﾔ ﾏｻﾖｼ 東京都

10 西　修二 12:02:4045 ﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 和歌山県

274 熊澤　弘充 12:03:0346 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 三重県

450 多井　友和 12:03:0447 ﾀｲ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

225 渡邉　泰宏 12:03:5748 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 三重県

52 松木　健司 12:07:1649 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

99 黒澤　伸明 12:07:3750 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬県
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308 本田　友宏 12:07:5851 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

484 橋本　長文 12:10:1052 ﾊｼﾓﾄ ﾅｶﾞﾌﾐ 愛知県

176 市川　純一 12:12:3053 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

226 岩浅　優 12:16:4354 ｲﾜｻ ﾏｻﾙ 大阪府

474 成岡　輝行 12:17:1955 ﾅﾙｵｶ ﾃﾙﾕｷ 静岡県

483 西山　正彦 12:20:3456 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 愛知県

145 斉藤　謙二 12:20:5057 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知県

87 石住　隆司 12:28:3258 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 奈良県

361 伊勢　泰輔 12:29:1059 ｲｾ ﾀｲｽｹ 兵庫県

419 小滝　剛克 12:30:3360 ｺﾀｷ ﾄｼｶﾂ 大阪府

140 上谷　祥一 12:30:4261 ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 大阪府

200 田中　英俊 12:32:0262 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府

294 土屋　幸夫 12:32:5263 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 静岡県

499 藤田　保幸 12:33:0964 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 神奈川県

384 大場　恒明 12:33:1265 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ 静岡県

100 佐々木　宣明 12:35:1766 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 京都府

178 小川　恒 12:35:3167 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 大阪府

436 島田　義之 12:39:1368 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 埼玉県

122 山下　悟 12:39:2569 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 滋賀県

477 西尾　智広 12:41:4970 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

277 小林　裕幸 12:44:1671 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

51 中上　修 12:48:4872 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 三重県

393 甲斐　勝美 12:49:4873 ｶｲ ｶﾂﾐ 千葉県

215 村上　寛 12:52:1074 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 和歌山県

30 林　雅樹 12:52:3775 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 京都府

273 木村　照夫 12:54:0776 ｷﾑﾗ ﾃﾙｵ 愛知県

150 髙畠　豊 12:54:3477 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 徳島県

479 西川　秀郎 12:54:5178 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 兵庫県

139 加藤　宏 12:59:1379 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 三重県

88 桜山　勝史 13:05:1980 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ 愛知県

12 小野　善郎 13:06:1581 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 和歌山県

385 大森　哲也 13:08:3582 ｵｵﾓﾘ ﾃﾂﾔ 京都府

196 高橋　久雄 13:10:1483 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｵ 千葉県

364 伊東　努 13:10:2184 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 愛知県

27 植田　政明 13:10:3585 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大阪府

254 鵜飼　高史 13:11:4986 ｳｶｲ ﾀｶｼ 京都府

47 加藤　雄次 13:12:3687 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 三重県

138 長船　修明 13:12:4388 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 京都府

14 阪上　守人 13:12:5489 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ 兵庫県

143 越本　豊彦 13:13:2890 ｺｼﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 京都府

85 屋良　優 13:15:1591 ﾔﾗ ﾕｳ 千葉県

284 進藤　頼彦 13:17:1492 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖﾘﾋｺ 和歌山県

251 井上　誠 13:17:5893 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 和歌山県

151 田口　浩資郎 13:18:4994 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 徳島県

194 千野　昌利 13:20:4195 ｾﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 京都府

35 村山　敏明 13:21:2096 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｱｷ 大阪府

31 山本　源宏 13:22:2697 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県

7 石神　悟 13:24:0598 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 和歌山県

223 横田　勝之 13:25:1299 ﾖｺﾀ ｶﾂﾕｷ 和歌山県

8 中島　泰三 13:25:59100 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 茨城県
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519 村井　敏樹 13:26:19101 ﾑﾗｲ ﾄｼｷ 奈良県

537 湯浅　泰志 13:28:25102 ﾕｱｻ ﾔｽｼ 徳島県

244 家口　全史 13:28:34103 ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大阪府

338 坂本　正成 13:30:29104 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 三重県

126 家村　俊一 13:30:51105 ｲｴﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 大阪府

278 小美野　恭輝 13:31:00106 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ 埼玉県

398 加藤　隆仁 13:32:03107 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 静岡県

129 池田　竹彦 13:34:20108 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 和歌山県

536 山本　雅丈 13:34:42109 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｹ 東京都

92 今出　央 13:35:16110 ｲﾏﾃﾞ ﾋｻｼ 兵庫県

107 中下　益来 13:37:12111 ﾅｶｼﾀ ﾏｽｷ 和歌山県

5 温　克彦 13:37:26112 ﾇｸﾐ ｶﾂﾋｺ 三重県

523 森岡　憲 13:39:17113 ﾓﾘｵｶ ｹﾝ 大阪府

172 新川　和男 13:39:37114 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｵ 和歌山県

98 金　章介 13:39:43115 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県

235 村田　和彦 13:41:03116 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府

525 森田　武志 13:42:23117 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ 大阪府

205 野田　和宏 13:42:30118 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

530 山下　弘之 13:43:13119 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県

476 西　直樹 13:45:04120 ﾆｼ ﾅｵｷ 和歌山県

306 平林　法彦 13:46:06121 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 三重県

533 山村　宗幸 13:46:23122 ﾔﾏﾑﾗ ﾑﾈﾕｷ 愛知県

20 甲斐　徹 13:46:41123 ｶｲ ﾄｵﾙ 大阪府

487 濱松　岳志 13:46:54124 ﾊﾏﾏﾂ ﾀｹｼ 兵庫県

249 伊藤　俊志 13:47:40125 ｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 兵庫県

240 生川　純男 13:50:15126 ﾅﾙｶﾜ ｽﾐｵ 奈良県

314 松田　光雄 13:51:20127 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 大阪府

317 三宅　秀治 13:53:05128 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾊﾙ 兵庫県

119 出口　明 13:53:37129 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 和歌山県

165 矢川　泰宏 13:53:39130 ﾔｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 和歌山県

387 岡野　一也 13:53:50131 ｵｶﾉ ｶｽﾞﾔ 大阪府

410 木村　將稔 13:54:38132 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 大阪府

500 藤田　宣嗣 13:54:53133 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾂｸﾞ 三重県

521 村田　弘文 13:55:06134 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高知県

184 坂井　克次 13:59:49135 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 大阪府

29 中川　四郎 14:00:08136 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 愛知県

354 安達　益久 14:00:55137 ｱﾀﾞﾁ ﾏｽﾋｻ 大阪府

540 吉川　邦昭 14:03:07138 ﾖｼｶﾜ ｸﾆｱｷ 愛知県

494 坂野　登 14:03:14139 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

163 光村　祐剛 14:04:47140 ﾐﾂﾑﾗ ﾕｳｺﾞｳ 大阪府

115 吉野　修 14:04:58141 ﾖｼﾉ ｵｻﾑ 愛知県

181 久保田　秀勝 14:05:01142 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｶﾂ 青森県

281 佐野　敬一 14:06:02143 ｻﾉ ｹｲｲﾁ 大阪府

513 三浦　文裕 14:09:21144 ﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県

258 大野　靖晃 14:12:13145 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 三重県

118 玉口　典男 14:16:44146 ﾀﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｵ 和歌山県

66 岩橋　司 14:17:45147 ｲﾜﾊｼ ﾂｶｻ 和歌山県

431 櫻井　良明 14:18:04148 ｻｸﾗｲ ﾖｼｱｷ 愛知県

341 谷川　健二 14:18:12149 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪府

396 数枝　正生 14:19:42150 ｶｽﾞｴ ﾏｻｵ 兵庫県
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336 小野田　賛 14:22:30151 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県

117 菅野　泰典 14:22:40152 ｽｶﾞﾉ ﾔｽﾉﾘ 和歌山県

527 安岡　淳治 14:24:07153 ﾔｽｵｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 奈良県

279 坂井　康寿 14:26:21154 ｻｶｲ ﾔｽﾋｻ 大阪府

15 武下　彰宏 14:28:08155 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ 大阪府

269 川上　祥寿 14:28:42156 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 兵庫県

90 岡本　修司 14:31:52157 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 和歌山県

325 山髙　栄一 14:32:03158 ﾔﾏﾀｶ ｴｲｲﾁ 奈良県

296 友田　和伸 14:32:19159 ﾄﾓﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 大阪府

491 伴　威史 14:32:41160 ﾊﾞﾝ ﾀｹｼ 大阪府

307 廣瀬　直正 14:36:47161 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ 愛知県
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