
ジュニア(⼩学5・6年)  9：45スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 学年 住所
101 中⾕ 勝海 なかたに しょう 男 ⼩学5年 兵庫県
102 井⼿ 勘太 いで かんた 男 ⼩学5年 ⼤阪府
103 ⼟井根 ⼀輝 どいね かずき 男 ⼩学5年 兵庫県
104 ⼭下 順汰 やました じゅんた 男 ⼩学5年 兵庫県
105 柴⽥ ⼀天 しばた いちたか 男 ⼩学5年 兵庫県
106 森岡 丈尋 もりおか たけひろ 男 ⼩学5年 兵庫県
107 歳内 王太 さいうち おうた 男 ⼩学5年 兵庫県
108 浦⽥ 泰成 うらた たいせい 男 ⼩学5年 兵庫県
109 藤井 奏多 ふじい そうた 男 ⼩学5年 兵庫県
110 ⾺淵 裕貴 まぶち ひろたか 男 ⼩学5年 兵庫県
111 出⽥ 嵩弥 いでた しゅうや 男 ⼩学6年 兵庫県
112 ⼩川 聡太 おがわ そうた 男 ⼩学5年 岡⼭県
113 ⼭下 市太郎 やました いちたろう 男 ⼩学6年 兵庫県
114 江⼝ 遥都 えぐち はると 男 ⼩学6年 兵庫県
115 河合 仁楠 かわい じなん 男 ⼩学6年 兵庫県
116 ⽥村 優成 たむら ゆうせい 男 ⼩学6年 兵庫県
117 ⽯下 湊 いしした みなと 男 ⼩学6年 兵庫県
118 ⽻⽥ 瑛⼈ はだ えいと 男 ⼩学6年 ⼤阪府
119 井上 旭 いのうえ あきら 男 ⼩学6年 兵庫県
120 有⽥ ⼀稀 ありた いつき 男 ⼩学6年 兵庫県
131 原 愛⼦ はら あいこ ⼥ ⼩学5年 兵庫県
132 ⼭⼝ 葵⼦ やまぐち あいこ ⼥ ⼩学5年 兵庫県
133 島 芽⾐ しま めい ⼥ ⼩学5年 兵庫県
134 本⽥ 唯乃 ほんだ ゆの ⼥ ⼩学5年 兵庫県
135 横内 秋菜 よこうち あきな ⼥ ⼩学5年 兵庫県
136 ⼤⽥ 真⾐ おおた まい ⼥ ⼩学5年 ⼤阪府
137 寺本 果英奈 てらもと かえな ⼥ ⼩学6年 兵庫県
138 若林 明⾳ わかばやし あかね ⼥ ⼩学6年 兵庫県



ジュニア(中学⽣)  10：00スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 学年 住所
201 先⼭ 逢宣 さきやま あいせい 男 中学1年 兵庫県
202 松島 孝太郎 まつしま こうたろう 男 中学1年 兵庫県
203 塩尻 隼也 しおじり じゅんや 男 中学1年 兵庫県
204 ⼭下 丈 やました じょう 男 中学2年 兵庫県
205 曽我 元哉 そが はるき 男 中学2年 兵庫県
206 ⼭岡 秀平 やまおか しゅうへい 男 中学3年 兵庫県
207 ⼭本 篤彦 やまもと とくげん 男 中学3年 ⼤阪府
208 ⾼芝 巧翔 たかしば たくと 男 中学2年 兵庫県
221 ⼤⽥ 吏紗 おおた つかさ ⼥ 中学1年 ⼤阪府
222 ⼤⽥ 有紗 おおた ありさ ⼥ 中学1年 ⼤阪府
223 本⽥ 彩乃 ほんだ あやの ⼥ 中学1年 兵庫県
224 三輪 奏⽻ みわ かなう ⼥ 中学2年 兵庫県
225 原⽥ 愛⼦ はらだ あいこ ⼥ 中学2年 兵庫県
226 横内 春菜 よこうち はるな ⼥ 中学3年 兵庫県
227 正垣 ⽔梨 まさがき なり ⼥ 中学3年 兵庫県
228 野⼝ 花⾳ のぐち かのん ⼥ 中学3年 兵庫県



⼀般A（⾼校⽣以上）  ウェーブ① 10：30スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 年齢 住所 備考
301 川澤 昂希 かわざわ こうき 男 15 ⼤阪府
302 ⼆井 智央 ふたい ともひろ 男 16 兵庫県
303 ⼩⽥ 陸⼈ おだ りくと 男 16 奈良県
304 廣澤 ⻁汰 ひろさわ こうた 男 16 兵庫県
305 川⼝ 祐典 かわぐち ゆうすけ 男 19 兵庫県
306 渡邊 崇仁 わたなべ たかひと 男 22 ⼤阪府
307 中尾 亮介 なかお りょうすけ 男 23 兵庫県
308 船⽥ 凌佑 ふなだ りょうすけ 男 24 兵庫県
309 松井 啓貴 まつい ひろき 男 25 兵庫県
310 渡邉 樹 わたなべ たつき 男 25 兵庫県
311 光吉 翔平 みつよし しょうへい 男 26 兵庫県
312 林 優 はやし すぐる 男 28 兵庫県
313 栗⼭ 哲也 くりやま てつや 男 29 ⼤阪府
314 北村 匡視 きたむら ただし 男 30 兵庫県
315 宮崎 恵輔 みやざき けいすけ 男 31 兵庫県
316 松下 幸広 まつした ゆきひろ 男 32 兵庫県
317 安冨 亘 やすとみ わたる 男 33 ⼤阪府
318 ⽊村 悠 きむら ゆたか 男 33 東京都
319 ⽩⽯ 浩⼀ しらいし ひろかず 男 33 兵庫県
320 関 智之 せき ともゆき 男 33 兵庫県
321 藤枝 健⼀ ふじえだ けんいち 男 34 兵庫県
322 藤森 正博 ふじもり まさひろ 男 34 兵庫県
323 藤野 佑規 ふじの ゆうき 男 34 ⼤阪府
324 原⽥ 寛之 はらだ ひろゆき 男 35 兵庫県
325 細⽥ 尚男 ほそた ひさお 男 35 徳島県
326 ⻲之園 良 かめのその りょう 男 36 兵庫県
327 佐々⽊ ⼤輔 ささき だいすけ 男 36 兵庫県
328 周藤 裕⾏ しゅうとう ひろゆき 男 37 兵庫県
329 ⼟井 敦雄 どい あつお 男 37 兵庫県
330 ⾕川原 ⽵彦 たにがわら たけひこ 男 37 兵庫県
331 中野 秀昭 なかの ひであき 男 38 ⾹川県
332 ⼤⽯ 英忠 おおいし ひでただ 男 38 ⼤阪府
333 村社 哲 むらこそ さとる 男 38 兵庫県
334 法⽥ 哲 ほうだ さとし 男 38 兵庫県
335 中村 嘉郎 なかむら よしろう 男 39 兵庫県
336 塩⼊ 雄佑 しおいり ゆうすけ 男 39 兵庫県
337 ⼤⻄ 直哉 おおにし なおや 男 39 兵庫県
338 永井 秀典 ながい ひでのり 男 39 兵庫県
339 清⽔ 将弘 しみず まさひろ 男 39 岡⼭県
340 渡辺 剛 わたなべ たけし 男 39 兵庫県
341 藤井 敬吾 ふじい けいご 男 39 兵庫県
342 野⽥ ⻯⼀ のだ りゅういち 男 39 兵庫県
343 ⼩⼭ ⼤輔 こやま だいすけ 男 40 兵庫県
344 久保 洋望 くぼ ひろみ 男 41 兵庫県
345 宇治 靖記 うじ やすのり 男 41 兵庫県



346 横⼭ 裕之 よこやま ひろゆき 男 41 兵庫県
347 安福 直剛 やすふく なおたけ 男 42 兵庫県
348 宮本 尊 みやもと たかし 男 42 兵庫県
349 岩城 ⼤⼠ いわき ひろし 男 42 ⼤阪府
350 樫⾕ 順也 かしたに じゅんや 男 42 兵庫県
351 ⽯⽥ 雄輔 いしだ ゆうすけ 男 42 兵庫県
352 藤原 康幸 ふじわら やすゆき 男 42 兵庫県
353 ⻲井 浩⼆ かめい こうじ 男 43 兵庫県
354 ⻲川 健司 かめがわ けんじ 男 43 徳島県
355 ⼤熊 貴之 おおくま たかゆき 男 43 ⾹川県
356 ⼤野 昭夫 おおの あきお 男 43 兵庫県
357 ⼩松 秀樹 こまつ ひて゛き 男 43 兵庫県
358 ⼤久保 貴光 おおくぼ たかみつ 男 44 兵庫県
359 森岡 幸平 もりおか こうへい 男 44 兵庫県
360 照屋 ⼈史 てるや ひとし 男 44 ⼤阪府
361 猪塚 幸司 いづか こうじ 男 44 兵庫県
362 歳内 ⽂太 さいうち ぶんた 男 45 兵庫県
363 飯⽥ 隆彦 いいだ たかひこ 男 45 兵庫県
364 今井 豊 いまい ゆたか 男 46 兵庫県
365 ⼋⽊ 学 やぎ まなぶ 男 46 兵庫県
366 ⼾次 浩之 べっき ひろゆきゆき 男 46 兵庫県
367 柴⽥ 匡信 しばた ただのぶ 男 46 兵庫県
368 永橋 豊 ながはし ゆたか 男 46 ⼤阪府
369 上⽥ 徹 うえだ とおる 男 47 兵庫県
370 佐藤 義之 さとう よしゆき 男 47 兵庫県
371 佐藤 誠 さとう まこと 男 47 兵庫県
372 坪川 武司 つぼかわ たけし 男 47 兵庫県
373 ⼭本 俊⾏ やまもと としゆき 男 47 兵庫県
374 松島 弘樹 まつしま ひろき 男 47 兵庫県
375 ⻄岡 努 にしおか つとむ 男 47 兵庫県
376 ⼤島 康徳 おおしま やすのり 男 48 ⼤阪府
377 ⼤⽯ 圭 おおいし けい 男 48 兵庫県
378 廣津 伸泰 ひろつ のぶひろ 男 48 ⼤阪府
379 横江 伸浩 よこえ のぶひろ 男 48 滋賀県
380 永松 憲治 ながまつ けんじ 男 48 静岡県
381 濱野 曜⼀ はまの よういち 男 48 兵庫県
382 ⽵林 哲男 たけばやし てつお 男 48 ⼤阪府
383 ⻄岡 弘就 にしおか ひろなり 男 48 兵庫県
384 豊⽥ 禎夫 とよた さだお 男 48 兵庫県
385 ⾼⽥ 修 たかだ おさむ 男 48 兵庫県
386 ⿑藤 規明 さいとう のりあき 男 48 岡⼭県
387 池⽥ 将⼈ いけだ まさと 男 49 兵庫県
388 出崎 啓⾏ でざき ひろゆき 男 49 兵庫県
389 ⼭崎 隆⽣ やまさき たかお 男 49 ⼤阪府
390 ⾼岸 良真 たかぎし りょうま 男 49 兵庫県

⼀般A（⾼校⽣以上）・パラA  ウェーブ② 10：35スタート



レース№ ⽒名 よみがな 性別 年齢 住所 備考
ゲスト Urbaez Esperanza うるばえず えすぺらんさ ⼥ 34 兵庫県

401 ⼩寺 正健 こてら まさたけ 男 54 兵庫県 PTS・四肢障碍
402 ⾼橋 美也⼦ たかはし みやこ ⼥ 53 ⼤阪府 PTVI・ブラインド
411 今清⽔ 隆 いましみず たかし 男 50 兵庫県
412 上野⼭ 努 うえのやま つとむ 男 50 ⼤阪府
413 丹⽻ 秀章 にわ ひであき 男 50 ⼤阪府
414 佐⽵ 秀和 さたけ ひでかず 男 50 兵庫県
415 梅村 ⽂也 うめむら ふみや 男 50 兵庫県
416 網島 博史 あみじま ひろし 男 50 ⼤阪府
417 縄船 広治 なわふね こうじ 男 50 兵庫県
418 ⾼原 守弘 たかはら もりひろ 男 50 兵庫県
419 仲⻄ 洋明 なかにし ひろあき 男 51 兵庫県
420 ⼭本 隆寿 やまもと たかひさ 男 51 兵庫県
421 平⽊ 健⼀ ひらき けんいち 男 51 ⼤阪府
422 ⽊村 朋弘 きむら ともひろ 男 51 京都府
423 東條 進 とうじょう しん 男 51 兵庫県
424 辻 泰隆 つじ やすたか 男 51 ⼤阪府
425 鈴⽊ 孝治 すずき こうじ 男 51 兵庫県
426 三宅 ⼀広 みやけ かずひろ 男 52 兵庫県
427 三⽊ 秀樹 みき ひでき 男 52 兵庫県
428 ⼤⼭ 祐⼆ おおやま ゆうじ 男 52 兵庫県
429 持井 正吾 もちい しょうご 男 52 兵庫県
430 松枝 祐介 まつえだ ゆうすけ 男 52 兵庫県
431 坪内 伸司 つぼうち しんじ 男 53 兵庫県
432 宮本 善孝 みやもと よしたか 男 53 兵庫県
433 ⽥⼝ 信博 たぐち のぶひろ 男 53 兵庫県
434 藤⽥ 貴久 ふじた たかひさ 男 53 兵庫県
435 ⿊⽥ 智尋 くろだ ちひろ 男 53 兵庫県
436 ⽮野 善久 やの よしひさ 男 54 兵庫県
437 ⽮野 秀⼀ やの しゅういち 男 54 兵庫県
438 ⻄野内 秀敏 にしのうち ひでとし 男 54 兵庫県
439 加藤 豊 かとう ゆたか 男 55 東京都
440 ⼭本 正樹 やまもと まさき 男 55 奈良県
441 藤井 芳晴 ふじい よしはる 男 55 兵庫県
442 安井 功 やすい いさお 男 56 ⼤阪府
443 安部 隆 あべ たかし 男 56 ⼤阪府
444 植⽊ 育夫 うえき いくお 男 56 兵庫県
445 ⾼橋 健夫 たかはし たけお 男 56 ⼤阪府
446 ⼭下 陽⼀ やました よういち 男 57 兵庫県
447 倉阪 直武 くらさか なおたけ 男 59 神奈川県
448 相原 英樹 あいはら ひでき 男 61 兵庫県
449 岡部 健⼆ おかべ けんじ 男 63 兵庫県
450 松⽥ 康平 まつだ こうへい 男 64 兵庫県
451 ⽯川 晴朗 いしかわ せいろう 男 68 兵庫県
452 宮下 孝司 みやした たかし 男 69 兵庫県
453 ⼭⽥ 光則 やまだ みつのり 男 69 徳島県



454 川野 沙綺 かわの さき ⼥ 19 兵庫県
455 ⾼原 瑶 たかはら よう ⼥ 22 兵庫県
456 ⼭⽥ あすか やまだ あすか ⼥ 23 ⼤阪府
457 ⽵澤 美咲 たけざわ みさき ⼥ 23 奈良県
458 築出 ちなみ つくで ちなみ ⼥ 23 兵庫県
459 ⿇ 紗季帆 あさ さきほ ⼥ 23 奈良県
460 左官 伽奈⼦ さかん かなこ ⼥ 24 奈良県
461 藤⽥ このむ ふじた このむ ⼥ 25 京都府
462 東 寛⼦ あずま ひろこ ⼥ 34 ⼤阪府
463 三輪 展⼦ みわ のぶこ ⼥ 36 兵庫県
464 丸林 ⿇美 まるばやし あさみ ⼥ 36 兵庫県
465 ⼤島 智⼦ おおしま ともこ ⼥ 36 ⼤阪府
466 永松 慶⼦ ながまつ けいこ ⼥ 38 静岡県
467 林 有紀 はやし ゆき ⼥ 41 兵庫県
468 佐藤 瑞江 さとう みずえ ⼥ 43 京都府
469 加藤 幸江 かとう さちえ ⼥ 43 兵庫県
470 吉⽥ 奈穂 よしだ なほ ⼥ 43 兵庫県
471 甲良 静江 こうら しずえ ⼥ 43 兵庫県
472 今井 美和 いまい みわ ⼥ 44 兵庫県
473 内⽥ 信⼦ うちだ のぶこ ⼥ 44 ⼤阪府
474 ⼭中 ひとみ やまなか ひとみ ⼥ 44 兵庫県
475 若林 晶⼦ わかばやし あきこ ⼥ 45 兵庫県
476 棟上 愛真 むねがみ えま ⼥ 46 兵庫県
477 橘 知恵 たちばな ちえ ⼥ 46 兵庫県
478 ⽻⽥ 恵美 はだ えみ ⼥ 46 兵庫県
479 ⼤湾 千賀⼦ おおわん ちかこ ⼥ 47 京都府
480 国島 愛 くにしま あい ⼥ 49 兵庫県
481 ⽊村 智⼦ きむら ともこ ⼥ 50 京都府
482 榮 美和 さかえ みわ ⼥ 51 兵庫県
483 川瀬 幸⼦ かわせ ゆきこ ⼥ 52 ⼤阪府
484 ⼋尾 美由紀 やお みゆき ⼥ 53 京都府
485 千葉 篤⼦ ちば あつこ ⼥ 54 兵庫県
486 中⾕ 明⼦ なかたに あきこ ⼥ 57 兵庫県
487 横⼭ 君⼦ よこやま きみこ ⼥ 60 兵庫県
488 柴垣 純⼦ しばがき すみこ ⼥ 62 兵庫県



⼀般リレー（⾼校⽣以上）・パラリレー  10：35スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 年齢 チーム名 種⽬ 住所 備考
朝野 由貴 あさの ゆき ⼥ 52 SWIM ⼤阪府 PTS・四肢障碍
清⽔ 克則 しみず かつのり 男 52 RUN ⼤阪府
寺嶋 明⼦ てらじま あきこ ⼥ 63 SWIM 兵庫県
今森 郁代 いまもり いくよ ⼥ 63 RUN 兵庫県
前⽥ 由⾐ まえだ ゆい ⼥ 29 SWIM 兵庫県
岡本 幸⼦ おかもと さちこ ⼥ 37 RUN 兵庫県
⼤⾕ 友夏 おおたに ともか ⼥ 27 SWIM 兵庫県
⼤⾕ 徳恵 おおたに とくえ ⼥ 53 RUN 兵庫県
⽥村 清美 たむら きよみ ⼥ 41 SWIM 兵庫県
岸本 瞳 きしもと ひとみ ⼥ 39 RUN 兵庫県
柚⽊ 由美 ゆのき ゆみ ⼥ 53 SWIM 兵庫県
柚⽊ 駿 ゆのき しゅん 男 24 RUN 兵庫県
⽥中 聖⼦ たなか せいこ ⼥ 46 SWIM 兵庫県
今吉 貴⼦ いまよし たかこ ⼥ 44 RUN 兵庫県
佐伯 直哉 さえき なおや 男 30 SWIM 兵庫県
吉岡 慧 よしおか さとし 男 27 RUN 兵庫県
原⽥ 篤 はらだ あつし 男 15 SWIM 兵庫県
天野 崇雅 あまの そうま 男 15 RUN 兵庫県
吉岡 朋宏 よしおか ともひろ 男 47 SWIM 兵庫県
福冨 ⼀郎 ふくとみ いちろう 男 50 RUN 兵庫県
和⽥ 健太 わだ けんた 男 34 SWIM 兵庫県
和⽥ いと わだ いと ⼥ 30 RUN 兵庫県
増⼭ ⼤輔 ますやま だいすけ 男 33 SWIM 兵庫県
増⼭ 波瑠佳 ますやま はるか ⼥ 31 RUN 兵庫県
⼤⻄ ⼤悟 おおにし だいご 男 39 SWIM 兵庫県
⼤⻄ ⻯童 おおにし りゅうどう 男 42 RUN 兵庫県
⼭村 欣也 やまむら きんや 男 59 SWIM 兵庫県
神岡 利宏 かみおか としひろ 男 48 RUN 兵庫県
城井 伸允 じょうい のぶみつ 男 35 SWIM 奈良県
岡本 ⼤樹 おかもと ひろき 男 30 RUN 奈良県
松尾 年和 まつお としかず 男 46 SWIM 兵庫県
⻲井 達也 かめい たつや 男 46 RUN 兵庫県
福井 誠⼆ ふくい せいじ 男 45 SWIM 兵庫県
⼭中 智博 やまなか ともひろ 男 45 RUN 兵庫県
⻘⽥ 光司 あおた みつし 男 43 SWIM 兵庫県
福永 基晴 ふくなが もとはる 男 43 RUN 兵庫県
⽵⽥ 敏 たけだ さとし 男 49 SWIM 兵庫県
富岡 ⽐佐⼠ とみおか ひさし 男 38 RUN 兵庫県
藤井 謙介 ふじい けんすけ 男 61 SWIM 兵庫県
福井 健⼀ ふくい けんいち 男 39 RUN 兵庫県
藤井 雄⼀郎 ふじい ゆういちろう 男 40 SWIM 兵庫県
平井 淳也 ひらい じゅんや 男 39 RUN 兵庫県
廣⽥ 早沙絵 ひろた ささえ ⼥ 23 SWIM 奈良県
逢坂 真吾 おうさか しんご 男 39 RUN 奈良県
内⽥ 晴哉 うちだ はるや 男 21 SWIM 兵庫県
⾼⽉ 英典 たかつき ひでのり 男 32 RUN 兵庫県

501 清⽔チーム

コナ友 加古川

チームアサダプラス

チームʼ79

チームJ2ママ

GOLD MEAT

乃⽊坂ボーイズ

ITパルサー

だいえっと

モンスター&エイリアン

529

530

520

521

522

チーム奈良

神⼾美研

R&D

TEAM OCTOPUS

タービュレン

チーム 川さっちゃん

福⼭コンビ

team神南

531

532

A&I

ゆいさち

TEAM OYAKO

ラブオール

Team YS

523

524

525

526

527

528

517

518

519

516

511

512

513

514

515



⼀般B（⾼校⽣以上） ウェーブ① 11：25スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 年齢 住所 備考
601 ⾼⽥ 航季 たかだ こうき 男 18 兵庫県
602 坂本 凱哉 さかもと よしや 男 20 ⼤阪府
603 櫻井 琢也 さくらい たくや 男 23 神奈川県
604 ⼭本 陽太 やまもと ようた 男 24 兵庫県
605 柏原 ⼀貴 かしはら かずき 男 24 兵庫県
606 野沢 理貴 のざわ りき 男 24 兵庫県
607 ⼤濱 ⾼佳 おおはま たかよし 男 26 岡⼭県
608 岩川 丈亮 いわかわ じょうすけ 男 26 兵庫県
609 松江 浩平 まつえ こうへい 男 26 ⼤阪府
610 酒井 良 さかい りょう 男 26 ⼤阪府
611 清瀬 裕太 きよせ ゆうた 男 27 兵庫県
612 ⻄⽥ ⼤地 にしだ だいち 男 27 兵庫県
613 ⾕垣 克哉 たにがき かつや 男 27 京都府
614 岩尾 健⼈ いわお けんと 男 28 兵庫県
615 ⽣⽥ 博和 いくた ひろかず 男 28 兵庫県
616 番⽥ 隆太郎 ばんだ りゅうたろう 男 28 ⼤阪府
617 沖 佳祐 おき けいすけ 男 29 兵庫県
618 前⽥ 隼⽮ まえだ しゅんや 男 30 ⼤阪府
619 岩佐 泰明 いわさ やすあき 男 30 兵庫県
620 川久保 直希 かわくぼ なおき 男 30 奈良県
621 ⽇浦 知之 ひうら ともゆき 男 30 兵庫県
622 難波 宏晃 なんば ひろみつ 男 30 ⼤阪府
623 堀井 ⼤祐 ほりい だいすけ 男 31 兵庫県
624 松井 裕樹 まつい ゆうき 男 31 奈良県
625 後藤 勇樹 ごとう ゆうき 男 32 兵庫県
626 豊川 祐輔 とよかわ ゆうすけ 男 32 兵庫県
627 中村 忠記 なかむら ただき 男 33 兵庫県
628 坪井 亨 つぼい とおる 男 33 兵庫県
629 池尾 圭 いけお けい 男 33 兵庫県
630 吉村 優 よしむら まさる 男 34 ⼤阪府
631 岩下 真三 いわした しんぞう 男 34 東京都
632 徳原 宏則 とくはら ひろのり 男 34 ⼤阪府
633 新⾥ 崇 しんざと たかし 男 34 兵庫県
634 ⽇浦 孝志 ひうら たかし 男 34 兵庫県
635 荻野 公平 おぎの こうへい 男 34 兵庫県
636 佐藤 敬祐 さとう けいすけ 男 35 ⼤阪府
637 ⼭下 勇紀 やました ゆうき 男 35 ⾹川県
638 滝井 幸治 たきい こうじ 男 35 兵庫県
639 ⾚澤 資貴 あかざわ もとき 男 35 兵庫県
640 ⾞⽥ 克則 くるまだ かつのり 男 35 兵庫県
641 伊藤 真之 いとう まさゆき 男 36 兵庫県
642 佐藤 嘉晃 さとう よしあき 男 36 兵庫県
643 東⾺場 ⼤祐 ひがしばば だいすけ 男 36 兵庫県
644 林 耕平 はやし こうへい 男 36 兵庫県
645 吉本 康匡 よしもと やすまさ 男 37 兵庫県



646 寺根 秀⼈ てらね ひでと 男 37 兵庫県
647 ⼭根 寛隆 やまね ひろたか 男 37 兵庫県
648 帖地 聡 ちょうち さとし 男 37 ⼤阪府
649 朝⽥ 雄介 あさだ ゆうすけ 男 37 兵庫県
650 中野 康三 なかの こうぞう 男 38 兵庫県
651 ⼩板橋 佑⼀ こいたばし ゆういち 男 38 兵庫県
652 川村 鉄平 かわむら てっぺい 男 38 兵庫県
653 後藤 宏彰 ごとう ひろあき 男 38 兵庫県
654 ⾕川 延久 たにがわ のぶひさ 男 38 徳島県
655 井上 和⼈ いのうえ かずひと 男 39 兵庫県
656 伊藤 陽平 いとう ようへい 男 39 兵庫県
657 ⼩⻄ 輝明 こにし てるあき 男 39 兵庫県
658 ⻄村 智賢 にしむら ともまさ 男 39 ⼤阪府
659 ⼤⻄ 貴志 おおにし たかし 男 40 兵庫県
660 広川 興作 ひろかわ こうさく 男 40 兵庫県
661 漆原 達哉 うるしはら たつや 男 40 ⼤阪府
662 狩野 剛史 かかりの つよし 男 40 ⼤阪府
663 中平 憲作 なかひら けんさく 男 41 兵庫県
664 丸林 由法 まるばやし よしのり 男 41 兵庫県
665 井上 隼平 いのうえ じゅんぺい 男 41 兵庫県
666 草野 浩⼀ くさの こういち 男 41 兵庫県
667 藤⽥ 敏⼀ ふじた としかず 男 41 兵庫県
668 越智 信博 おち のぶひろ 男 41 兵庫県
669 今中 慎 いまなか しん 男 42 兵庫県
670 斎藤 知久 さいとう ともひさ 男 42 兵庫県
671 枝村 ⿓樹 えだむら たつき 男 42 ⼤阪府
672 ⾼嶋 雄介 たかしま ゆうすけ 男 42 京都府
673 井⼿ 伸⼀ いで しんいち 男 43 ⼤阪府
674 宿利 保章 しくり やすあき 男 43 ⼤阪府
675 ⼩倉 満之 おぐら みつゆき 男 43 兵庫県
676 島⽥ 広光 しまだ ひろみつ 男 43 ⼤阪府
677 ⽶⽥ 隆⼀ よねだ りゅういち 男 43 兵庫県
678 ⾐笠 圭⼀郎 きぬがさ けいいちろう 男 43 兵庫県
679 ⾜⽴ 敏男 あだち としお 男 43 兵庫県
680 井上 茂亮 いのうえ しげあき 男 44 兵庫県
681 ⼩⽥ 慎治郎 おだ しんじろう 男 44 ⼤阪府
682 橋本 健⼆ はしもと けんじ 男 44 兵庫県
683 ⽮野 知章 やの ともあき 男 44 兵庫県
684 ⽯井 紀光 いしい のりみつ 男 44 兵庫県
685 筒猪 裕史 つつい ひろし 男 44 兵庫県
686 ⾇岡 伸⼈ ますおか のぶひと 男 44 兵庫県
687 ⻤澤 康弘 おにざわ やすひろ 男 44 兵庫県
688 ⼋尾 啓介 やお けいすけ 男 45 兵庫県
689 播磨 将仁 はりま まさひと 男 45 ⼤阪府
690 荻野 貴稔 おぎの たかとし 男 45 兵庫県
691 ⻄村 嘉記 にしむら よしのり 男 45 兵庫県
692 ⻄村 慎也 にしむら しんや 男 45 兵庫県
693 ⾜⽴ 勝俊 あだち かつとし 男 45 ⼤阪府



694 中川 健⼀ なかがわ けんいち 男 46 兵庫県
695 佐藤 頼正 さとう よりまさ 男 46 ⼤阪府
696 ⼭本 健⼆ やまもと けんじ 男 46 ⼤阪府
697 梅原 孝志 うめはら たかし 男 46 ⼤阪府

⼀般B（⾼校⽣以上）・パラB ウェーブ② 11：30スタート

レース№ ⽒名 よみがな 性別 年齢 住所 備考
701 三好 雅俊 みよし まさとし 男 25 奈良県 SPTRI・ｽﾍﾟｼｬﾙ知的
702 間嶋 直樹 まじま なおき 男 30 ⼤阪府 PTVI・ブラインド
703 ⽩江 淑浩 しらえ としひろ 男 60 ⼤阪府 PTVI・ブラインド
704 円尾 敦⼦ まるお あつこ ⼥ 45 兵庫県 PTVI・ブラインド
711 清⽔ 幸治 しみず こうじ 男 46 ⼤阪府
712 神⽥ 崇 かんだ たかし 男 46 兵庫県
713 近藤 善紀 こんどう よしのり 男 46 ⼤阪府
714 ⼀⾊ 佳⾼ いっしき よしたか 男 47 ⾹川県
715 井上 弘⼀ いのうえ ひろかず 男 47 兵庫県
716 今村 徹 いまむら とおる 男 47 兵庫県
717 北岡 浩 きたおか ひろし 男 47 ⼤阪府
718 ⼟屋 幸喜 つちや こうき 男 47 ⼤阪府
719 ⼩野寺 毅 おのでら たけし 男 47 兵庫県
720 ⼭住 泰久 やまずみ やすひさ 男 47 ⼤阪府
721 岸野 正知 きしの まさとも 男 47 兵庫県
722 平位 重樹 ひらい しげき 男 47 ⼤阪府
723 池⽥ ⼤輔 いけだ だいすけ 男 47 和歌⼭県
724 ⽜尾 正和 うしお まさかず 男 47 京都府
725 薗畑 敦史 そのはた あつし 男 47 兵庫県
726 近藤 賢⼆ こんどう けんじ 男 47 兵庫県
727 三宅 茂雄 みやけ しげお 男 48 ⼤阪府
728 原⽥ 佳治 はらだ よしはる 男 48 兵庫県
729 ⼟井 進 どい すすむ 男 48 兵庫県
730 森 ⼀⽣ もり かずお 男 48 兵庫県
731 ⽥嶋 正⼀ たじま しょういち 男 48 兵庫県
732 ⽮⽥ 洋平 やだ ようへい 男 48 京都府
733 神澤 ⼀紀 かんざわ かずき 男 48 兵庫県
734 ⾕ 英樹 たに ひでき 男 48 兵庫県
735 上杉 博司 うえすぎ ひろし 男 49 兵庫県
736 ⻫藤 満 さいとう みつる 男 49 ⼤阪府
737 ⽯倉 睦 いしくら むつみ 男 49 ⼤阪府
738 ⾕⼝ 洋 たにぐち ひろし 男 49 兵庫県
739 ⼭本 和宏 やまもと かずひろ 男 50 兵庫県
740 打村 孝志 うちむら たかし 男 50 兵庫県
741 殿⼭ 新太郎 とのやま しんたろう 男 50 兵庫県
742 ⽯⿊ 賢三 いしぐろ けんぞう 男 50 兵庫県
743 福本 勝彦 ふくもと かつひこ 男 50 ⼤阪府
744 伊藤 敬 いとう たかし 男 51 ⼤阪府
745 伊達 昌孝 だて まさたか 男 51 兵庫県



746 宮垣 昌明 みやがき まさあき 男 51 兵庫県
747 橋本 博輝 はしもと ひろてる 男 51 兵庫県
748 ⽯橋 康夫 いしばし やすお 男 51 兵庫県
749 薗⽥ 正彦 そのだ まさひこ 男 51 兵庫県
750 鈴⽊ 直幹 すずき なおみき 男 51 兵庫県
751 向井 雅⽂ むかい まさぶみ 男 52 福井県
752 福澤 淳 ふくざわ じゅん 男 52 兵庫県
753 花待 必勝 はなまち まさかつ 男 52 兵庫県
754 中村 光則 なかむら みつのり 男 53 ⼤阪府
755 ⽯川 正⼆ いしかわ しょうじ 男 53 兵庫県
756 ⽵内 三知夫 たけうち みちお 男 53 福井県
757 千葉 勝博 ちば かつひろ 男 54 宮城県
758 東⽥ 彰 ひがしだ あきら 男 54 ⼤阪府
759 桃井 寛仁 ももい ひろひと 男 54 兵庫県
760 福澤 章喜 ふくざわ あきよし 男 54 岡⼭県
761 ⾏本 泰弘 ゆきもと やすひろ 男 54 岡⼭県
762 野崎 伸⼀ のざき しんいち 男 54 兵庫県
763 ⿃井 栄造 とりい えいぞう 男 54 ⼤阪府
764 古鉄 直樹 こてつ なおき 男 55 兵庫県
765 ⼭上 寛之 やまがみ ひろゆき 男 55 兵庫県
766 安⽥ 宏 やすだ ひろし 男 56 兵庫県
767 豊⽥ 栄⼆ とよだ えいじ 男 56 岐⾩県
768 ⾕ 佳憲 たに よしのり 男 57 ⼤阪府
769 ⼭登 英司 やまと えいじ 男 58 兵庫県
770 ⼸岡 浩哉 ゆみおか ひろや 男 58 兵庫県
771 渡辺 清史 わたなべ きよし 男 58 兵庫県
772 ⾼内 善 たかうち たくみ 男 58 兵庫県
773 城下 輝治 しろした てるじ 男 60 ⼤阪府
774 全 康雄 ぜん やすお 男 61 兵庫県
775 吉野 薫 よしの かおる 男 61 兵庫県
776 ⼭⼝ 明弘 やまぐち あきひろ 男 62 兵庫県
777 空⾨ 卓次 そらかど たくじ 男 62 京都府
778 ⼿塚 修 てづか おさむ 男 63 兵庫県
779 細井 ⽂雄 ほそい ふみお 男 64 兵庫県
780 河井 凡 かわい ただす 男 65 岡⼭県
781 四宮 敬司 しのみや けいじ 男 68 兵庫県
782 藤沢 勉 ふじさわ つとむ 男 71 ⼤阪府
783 三島 雅世 みしま まさよ ⼥ 24 ⼤阪府
784 松本 明莉 まつもと あかり ⼥ 24 ⼤阪府
785 ⽥中 有朱 たなか ありす ⼥ 30 兵庫県
786 ⼭内 ⿇代 やまうち まよ ⼥ 33 ⼤阪府
787 ⽋  番
788 朝倉 法⼦ あさくら のりこ ⼥ 35 兵庫県
789 ⻄宮 初江 にしみや はつえ ⼥ 36 ⼤阪府
790 本⼭ 靖⼦ もとやま やすこ ⼥ 39 兵庫県
791 中村 直⼦ なかむら なおこ ⼥ 40 兵庫県
792 ⼭野 聡⼦ やまの あきこ ⼥ 41 兵庫県
793 ⼾⽥ 友⼦ とだ ともこ ⼥ 41 兵庫県



794 倉⾕ 美佐⼦ くらたに みさこ ⼥ 42 ⼤阪府
795 宮井 由美 みやい ゆみ ⼥ 42 兵庫県
796 川島 公⾹ かわしま きみか ⼥ 43 兵庫県
797 ⽊元 愛 きもと あい ⼥ 45 ⼤阪府
798 ⼭本 弘美 やまもと ひろみ ⼥ 46 兵庫県
799 吉川 安⾹ きっかわ あすか ⼥ 47 兵庫県
800 ⼤⽥ 博⼦ おおた ひろこ ⼥ 48 ⼤阪府
801 渡邊 ⾥⼦ わたなべ さとこ ⼥ 48 兵庫県
802 ⽵森 順⼦ たけもり じゅんこ ⼥ 48 兵庫県
803 森 友⼦ もり ともこ ⼥ 49 ⼤阪府
804 浦⽥ 勝江 うらた かつえ ⼥ 49 ⼤阪府
805 廣岡 真理⼦ ひろおか まりこ ⼥ 51 兵庫県
806 三⾕ 美加 みたに みか ⼥ 56 ⼤阪府


