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1 曽我部　拓磨 07:36:391 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 大阪府

288 鷹巣　真吾 07:48:542 ﾀｶｽ ｼﾝｺﾞ 和歌山県

26 稲次　寿史 08:11:303 ｲﾅｼﾞ ﾋｻｼ 兵庫県

137 岡見　光 08:15:284 ｵｶﾐ ｺｳ 京都府

97 木畑　貴行 08:28:435 ｷﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 和歌山県

528 矢野　博章 08:39:186 ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府

212 松下　友吾 08:48:247 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺﾞ 兵庫県

54 吉岡　康博 08:53:038 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

227 岩本　隆宏 08:54:529 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県

206 畑地　卓 08:59:5510 ﾊﾀｼﾞ ｽｸﾞﾙ 愛知県

11 青木　利博 09:02:0511 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県

248 伊藤　栄志 09:03:4512 ｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 愛知県

188 島津　雄次 09:05:1913 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ 和歌山県

136 大橋　孝広 09:08:2514 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 京都府

38 加藤　隆志 09:11:3815 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 和歌山県

399 加藤　孝幸 09:11:3816 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 京都府

262 片平　大樹 09:18:3717 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県

261 海川　悟 09:21:3018 ｶｲｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 愛知県

472 中本　裕之 09:22:1019 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

377 内海　遼一 09:23:3920 ｳﾂﾐ ﾘｮｳｲﾁ 和歌山県

469 中西　一郎 09:25:4121 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾛｳ 和歌山県

94 大村　樹 09:33:0122 ｵｵﾑﾗ ﾀﾂﾙ 大阪府

310 前山　和敏 09:33:1323 ﾏｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府

506 前田　直哉 09:33:1324 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 大阪府

127 生島　利彦 09:33:3225 ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ 大阪府

217 八川　浩二 09:34:2926 ﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 和歌山県

495 東　正徳 09:38:2327 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 和歌山県

297 中松　常晃 09:39:1628 ﾅｶﾏﾂ ﾂﾈｱｷ 和歌山県

404 川口　富喜 09:39:2329 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾐﾖｼ 和歌山県

130 上田　祥吾 09:43:3030 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 和歌山県

68 勝間田　礼司 09:44:4831 ｶﾂﾏﾀ ﾚｲｼﾞ 大阪府

272 北本　哲也 09:45:3832 ｷﾀﾓﾄ ﾃﾂﾔ 大阪府

283 白石　淳一 09:48:2833 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高知県

409 木村　毅 09:52:2734 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 兵庫県

435 舌間　義朗 09:54:1435 ｼﾀﾏ ﾖｼｱｷ 東京都

460 津村　廣志 09:54:5036 ﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ 大阪府

180 久保　忠大 10:04:4437 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 和歌山県

108 福井　智也 10:08:4738 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 和歌山県

415 黒田　悟 10:19:0139 ｸﾛﾀﾞ ｻﾄﾙ 大阪府

374 岩﨑　一朗 10:28:0440 ｲﾜｻｷ ｲﾁﾛｳ 和歌山県

121 松本　基希 10:28:1741 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｷ 和歌山県

302 橋爪　崇 10:32:4642 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 大阪府

76 西川　隆寛 10:40:3443 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 京都府

432 笹崎　敏正 10:45:0044 ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 東京都

326 横山　徹 10:45:0545 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 京都府

86 和田　正典 10:45:3146 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

17 浜田　純一 10:50:5247 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

380 逢坂　真吾 10:51:0148 ｵｵｻｶ ｼﾝｺﾞ 奈良県

245 石原　浩幸 10:51:1249 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

454 高橋　善弘 10:54:5150 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 愛知県
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171 大江　孝之 10:55:2151 ｵｵｴ ﾀｶﾕｷ 和歌山県

285 須藤　敬一 10:59:4452 ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 三重県

481 西村　憲太郎 11:00:3753 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

420 小林　真輔 11:09:0754 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 兵庫県

77 廣瀬　智彰 11:12:2455 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ 東京都

123 福本　勝 11:13:3956 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾙ 滋賀県

209 藤垣　聡司 11:20:5157 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｻﾄｼ 三重県

58 池上　祐樹 11:21:0458 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 三重県

466 鳥居　晃成 11:23:4059 ﾄﾘｲ ｱｷﾅﾘ 和歌山県

462 徳田　正彦 11:23:5660 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 京都府

37 加藤　訓章 11:25:1861 ｶﾄｳ ｸﾆｱｷ 静岡県

156 西川　栄一 11:26:0162 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 兵庫県

463 戸口　豊 11:27:5863 ﾄｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 和歌山県

492 半澤　秀一 11:28:3264 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都

83 宮本　啓由 11:29:4465 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 大阪府

421 小林　尚 11:31:0066 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 東京都

363 市村　祐太郎 11:34:0267 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 三重県

160 古津　忠雄 11:34:2768 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 兵庫県

183 小杉　欣也 11:35:0569 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾔ 和歌山県

174 峯　大祐 11:36:4970 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

189 志水　大貴 11:39:2471 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 大阪府

464 利川　基秀 11:39:3572 ﾄｼｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ 京都府

164 森脇　一宏 11:42:3973 ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

378 浦路　智史 11:43:1574 ｳﾗｼﾞ ｻﾄｼ 和歌山県

543 渡邊　真吾 11:44:3575 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府

468 内藤　充也 11:44:5376 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂﾔ 愛知県

264 鎌苅　幸弘 11:48:1277 ｶﾏｶﾘ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

73 坂口　隆志 11:50:1678 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ 三重県

515 水谷　泰嗣 11:51:4079 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｼ 三重県

508 増田　辰也 12:12:0580 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 奈良県

429 迫田　大志 12:12:1181 ｻｸﾀ ﾀﾞｲｼﾞ 東京都

324 山田　弘洙 12:13:2382 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼｭ 和歌山県

358 石川　淳二 12:15:0483 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県

357 池田　健二 12:17:3584 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

203 中村　健 12:21:1385 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 大阪府

74 島　智秀 12:21:4186 ｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重県

80 松浦　慎吾 12:23:5887 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｺﾞ 大阪府

430 櫻井　豪 12:24:4988 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 大阪府

179 上平　勇介 12:26:2389 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾕｳｽｹ 和歌山県

386 岡　正敬 12:26:2790 ｵｶ ﾏｻﾀｶ 岐阜県

155 西尾　晋一 12:32:5491 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 大阪府

305 平尾　真志 12:35:4992 ﾋﾗｵ ｼﾝｼﾞ 大阪府

439 下川　隆一 12:38:4993 ｼﾓｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府

486 浜島　成寿 12:41:1994 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾅﾘﾄｼ 大阪府

228 岡浦　豊誠 12:41:2895 ｵｶｳﾗ ﾄﾖｾｲ 和歌山県

34 森　浩二 12:41:3796 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 滋賀県

328 吉田　勝一 12:45:5797 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 奈良県

19 大井　大介 12:47:0298 ｵｵｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

348 帽子　泰士 12:49:2799 ﾎﾞｳｼ ﾀｲｼﾞ 和歌山県

168 山口　裕之 12:51:12100 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都
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299 成澤　和雄 12:51:58101 ﾅﾘｻﾜ ｶｽﾞｵ 奈良県

437 清水　邦明 12:52:42102 ｼﾐｽﾞ ｸﾆｱｷ 兵庫県

113 八内　剛志 12:58:29103 ﾔｳﾁ ﾀｹｼ 大阪府

318 宗像　伸彦 12:59:32104 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県

443 杉林　義彦 13:03:07105 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ 和歌山県

456 田中　勇夫 13:04:10106 ﾀﾅｶ ｲｻｵ 愛知県

538 横田　勝弘 13:04:54107 ﾖｺﾀ ｶﾂﾋﾛ 愛知県

303 濱口　優作 13:05:06108 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 大阪府

161 堀畑　剛 13:05:46109 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 和歌山県

13 木田　直光 13:07:50110 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 埼玉県

334 上田　康仁 13:11:17111 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 和歌山県

383 大庭　貴之 13:12:00112 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府

233 間瀬　敦史 13:12:19113 ﾏｾ ｱﾂｼ 愛知県

45 小田　佳典 13:18:50114 ｵﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 徳島県

185 坂本　規和 13:20:09115 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県

352 粟飯原　崇 13:24:00116 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 徳島県

541 吉川　政治 13:24:09117 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 大阪府

265 上地　慎吾 13:25:12118 ｶﾐｼﾞ ｼﾝｺﾞ 和歌山県

243 井内　聡 13:25:19119 ｲｳﾁ ｻﾄｼ 京都府

110 藤原　基樹 13:25:41120 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 愛知県

497 久岡　雄介 13:26:24121 ﾋｻｵｶ ﾕｳｽｹ 兵庫県

211 松窪　義朗 13:27:24122 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾖｼﾛｳ 和歌山県

236 若林　和樹 13:27:48123 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 三重県

167 山口　貴寛 13:28:45124 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 三重県

32 塩路　健一 13:29:14125 ｼｵｼﾞ ｹﾝｲﾁ 大阪府

141 川辺　祥一 13:29:28126 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 和歌山県

444 椙本　国明 13:34:02127 ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾆｱｷ 三重県

514 水田　康秀 13:38:14128 ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 大阪府

471 中村　大輔 13:40:58129 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

534 山本　敢哉 13:41:57130 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾔ 大阪府

230 佐藤　史崇 13:43:54131 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 和歌山県

405 川瀬　孝博 13:44:02132 ｶﾜｾ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県

53 森　勇樹 13:46:31133 ﾓﾘ ﾕｳｷ 和歌山県

327 吉田　啓 13:47:01134 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 和歌山県

271 北村　康典 13:50:00135 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 京都府

389 奥　健一郎 13:52:19136 ｵｸ ｹﾝｲﾁﾛｳ 徳島県

455 竹内　英次 13:52:24137 ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ 奈良県

539 横山　憲司 13:52:52138 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 愛知県

63 安部　英一 13:53:07139 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 愛知県

379 大江　宏和 13:54:23140 ｵｵｴ ﾋﾛｶｽﾞ 福岡県

301 新羅　芳和 13:54:54141 ﾆﾗ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県

355 飯塚　良太 14:01:19142 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ 東京都

291 竹下　訓央 14:01:47143 ﾀｹｼﾀ ﾉﾘﾄﾓ 和歌山県

182 郡山　猛 14:02:16144 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 大阪府

238 大本　浩嗣 14:04:25145 ｵｵﾓﾄ ｺｳｼﾞ 大阪府

426 近藤　裕 14:04:38146 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 和歌山県

350 松本　佳久 14:11:59147 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 和歌山県

59 仲尾　智勝 14:12:20148 ﾅｶｵ ﾄﾓｶﾂ 大阪府

213 馬渕　輝彦 14:13:34149 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 静岡県

453 田形　祐樹 14:14:54150 ﾀｶﾞﾀ ﾕｳｷ 三重県
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292 田之上　哲也 14:16:33151 ﾀﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 兵庫県

60 中村　寿 14:18:31152 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 京都府

365 伊藤　暢朗 14:19:17153 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 兵庫県

56 濱邉　貴志 14:19:22154 ﾊﾏﾍﾞ ﾀｶｼ 大阪府

78 藤井　政直 14:19:52155 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 静岡県

149 髙地　博寛 14:20:36156 ﾀｶｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 京都府

48 酒本　育弥 14:29:30157 ｻｶﾓﾄ ｲｸﾔ 埼玉県

344 畠中　理利 14:31:45158 ﾊﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄｼ 和歌山県

231 辻田　治 14:32:36159 ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ 和歌山県

531 山田　恵二 14:34:54160 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都

21 斎藤　兆則 14:36:47161 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

173 蜂須賀　公博 14:36:48162 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ 大阪府
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