
【一部】 第10回高砂浜風駅伝大会出場選手名簿
前回タイム 監督 第1区走者 第2区走者 第3区走者 第4区走者 第5区走者 第6区走者

チェック № 取りまとめ ﾌﾘｶﾞﾅ または ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

欄 会社 チーム 予想タイム 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
1 MHPS ｴﾑｴｯﾁﾋﾟｰｴｽﾊﾂﾃﾞﾝｷｴ 1:03:30 ﾀｷ　ﾔｽｵ ｵﾔﾏ　ﾕﾀｶ ｸﾗﾄﾐ　ﾔｽﾋﾄ ﾀｶﾎｼ　ﾏｻﾊﾙ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｼﾞｭ ｶﾐﾅｶﾞ　ﾏｻｷ ﾅｶﾀ　ﾕｳｽｹ

1 MHPS MHPS発電機A 1:03:30 滝　安夫 小山　豊 倉富　康仁 高星　雅治 山本　大珠 神永　将希 仲田　祐介
2 カネカ カネカ　ウエポンズ 1:03:49 ｼﾏｵｶ　ｱﾂｼ ｷﾀ　ﾕｳｷ ｻﾄｳ　ｱｷﾉﾘ ﾏﾙｲ　ﾄｼﾋﾃﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ ﾅｲﾄｳ　ﾀｶﾋﾃﾞ ﾏﾂﾓﾄ　ﾅｵｷ

2 カネカ カネカ　ウエポンズ 1:03:49 嶋岡　淳 喜多　悠貴 佐藤　章徳 丸井　俊英 吉田　順哉 内藤　隆秀 松本　直記
3 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽｲｼﾝﾌﾞ　ｴｰﾁｰﾑ 1:09:20 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ　ﾔｽｵ ｲﾃﾞ　ﾏｻｷ ｱｵｲ　ﾕｳﾀﾞｲ ｱﾅﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾉﾌﾞﾊﾗ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｶﾘﾀﾆ　ｱｷﾗ ﾂﾀﾞ　ｼｮｳﾔ

3 MHPS MHPS　プロジェクト推進部　Aチーム 1:09:20 柳原　康男 井手　祐紀 青井　優大 穴田　祐一朗 延原　秀和 苅谷　顕 津田　将矢
4 一般 ティーエフディー（ジュウケイキヲセッチシヨウ） 1:10:00 イサヤマモトヤ ハセサカシュンタ ヤマグチコウキ ウツノミヤヒョウタ ウオハシリョウスケ ハセガワアツヤ イシハラタクヤ

4 一般 T.F.D（住警器を設置しよう） 1:10:00 諌山　元哉 長谷坂　駿汰 山口　洸希 宇都宮　彪太 魚橋　良輔 長谷川　敦也 石原　拓哉
5 MHPS ﾊﾝｷﾞ　ﾊｼﾚｼﾛﾔｷﾞｻﾝ 1:10:00 ﾔｷﾞ　ﾘｮｳ ｶﾂｷ　ｼｮｳﾀ ｵｵﾊﾀ　ﾕｳｲﾁ ﾀｶｼﾏ　ｹﾝｲﾁ ｻﾄﾅｶ　ﾏｻﾄ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｷ ﾔｷﾞ　ﾘｮｳ

5 MHPS 阪技　走れシロヤギさん 1:10:00 八木　亮 香月　将太 大畠　優一 高嶋　健一 里中　真人 藤井　祐貴 八木　亮
6 神戸製鋼所 ブレーンバスターズ 1:10:00 ﾏｺﾞﾒ　ﾚﾝ ﾏｺﾞﾒ　ﾚﾝ ﾐｷ　ｺｳｼﾞ ﾅｶﾞｲ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ｶﾂｼｶ ｹﾝﾄ ﾎｳｷ　ﾕｳﾀﾛｳ ﾑﾗｵｶ　ｺｳﾀ

6 神戸製鋼所 ブレーンバスターズ 1:10:00 馬籠　廉 馬籠　廉 三木　浩嗣 永井　佑一郎 勝然　健斗 伯耆　優太朗 村岡　洸太
7 キッコーマン ｷｯｺｰﾏﾝﾌｰﾄﾞﾃｯｸ A 1:10:17 ナガオ　ケンジ イトウ　ヒロノリ アオキ　ケンタ コジマ　ヨウヘイ イナガキ　ショウタ イノウエ　タツヤ イトウ　ヒデキ

7 キッコーマン ｷｯｺｰﾏﾝﾌｰﾄﾞﾃｯｸ A 1:10:17 長尾　健司 伊藤　博紀 青木　健太 小島　洋平 稲垣　翔太 井上　達也 伊藤　秀樹

8 カネカ カネカ オーエス　トウ　エー　チーム 1:10:21 ﾔﾏｼﾀ　ｺｳﾍｲ ｻｲﾄｳ　ﾀｶﾋﾛ ﾀｹﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ ﾌｶｳﾐ　ﾋﾛｷ ﾀﾃﾔﾏ　ｱｷﾄ ﾄｷｻﾞﾈ ﾏｻｼ ﾔﾏｼﾀ　ｺｳﾍｲ

8 カネカ カネカOS棟Aチーム 1:10:21 山下 浩平　 齋藤　隆博 竹田　龍平 深海　洋樹 竪山　瑛人 時實　昌史 山下 浩平　

9 東洋紡 トウヨウボウバーディーズ 1:10:45 ｵｵｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ ﾔｽﾀﾞ ｼﾝ ｵｶﾉ ｼｮｳﾍｲ ｲｼｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾀｷｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ｵｵｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ ｿﾈﾊﾗ ﾊﾔﾄ

9 東洋紡 TOYOBO バーディーズ 1:10:45 大賀 俊一 安田 慎 岡野 祥平 石井 雄市朗 瀧上 壱博 大賀 俊一 曽根原 隼人

10 MHPS ﾐﾂﾋﾞｼﾀｶｻｺﾞﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞA 1:10:58 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾀｶ ｳｴﾀﾞ　ﾐｽﾞｷ ﾋﾗﾉ　ｱﾂｼ ﾎｿｶﾜ　ﾖｼﾉﾘ ｷﾀｻｺ　ｹﾝｺﾞ ｵｵﾓﾘ　ﾕｳｻｸ ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾀｶ

10 MHPS 三菱高砂陸上部A 1:10:58 鈴木　智貴 上田　瑞樹 平野　敦 細川　富仙 北迫　賢吾 大森　勇作 鈴木　智貴

11 MHPS ﾛｯｺｳｻﾝｶﾞｸﾌﾞ　ｴｰﾁｰﾑ 1:12:04 ﾐﾀﾆ　ﾏｻｷ ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛﾕｷ ｲｼｶﾜ　ﾖｳﾍｲ ｵｸﾑﾗ　ｼﾝﾀﾛｳ ｵｵﾆｼ　ﾐﾁｵ ﾂﾎﾞｸﾗ　ｲｯｺｳ ﾐﾀﾆ　ﾏｻｷ

11 MHPS 六甲山岳部　Aチーム 1:12:04 三谷　真規 高橋　博之 石川　遥平 奥村　晋太郎 大西　道雄 坪倉　一考 三谷　真規

12 浜風会 ナカノプランツ　コレデエエンカ！？ 1:12:13 ツボタ　ﾖｼﾌﾐ ｵｸﾞﾆ　ﾕｷﾉﾘ ｳｽｲ ﾋﾄｼ ゾーナインリン ｷﾀﾜｷ ﾕｳｷ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ ｶｷｳﾁ ｶｽﾞﾄｼ

12 浜風会 中野プランツ　これでええんか！？ 1:12:13 坪田　良文 小国　以載 臼井　仁志 Zau　Naing　Linn 北脇　優輝 橋本　和之 垣内　一利

13 MHPS MHPS ｷｭｳｷｷｾｯｹｲﾌﾞ 1:12:21 ｲｼﾊﾗ　ﾏﾅﾌﾞ ﾀｹｲﾁ　ﾄｼｷ ｲﾉｳｴ　ﾀｲﾁ ﾂﾁﾔ　ﾖｼﾔｽ ﾌｸﾏ　ｼｭﾝｺﾞ ｵｵﾀﾆ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲﾁ

13 MHPS MHPS 旧機器設計部 1:12:21 石原　学 竹市　智貴 井上　太一 土屋　慶恭 福間　俊吾 大谷　禎靖 中村　太一

14 J-POWER ｼﾞｪｰﾊﾟﾜｰﾄﾞﾘｰﾑｽ 1:12:35 ｲﾉﾏﾀ　ﾀｸﾋﾛ ﾜｶｻﾜ　ｺｳﾒｲ ﾌﾙｴ　ｹﾝｺﾞ ｱﾍﾞ　ｶｽﾞﾔ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｮｳ ﾊﾏｻｷ　ﾋﾛｷ ｲﾉﾏﾀ　ﾀｸﾋﾛ

14 J-POWER Jパワードリームス 1:12:35 猪俣　拓寛 若澤　幸明 古江　健吾 安部　一也 宮﨑　遼 濱崎　弘己 猪俣　拓寛

15 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ ｼｰｴｽ　ﾜﾝ 1:13:33 ｶｺﾞﾀﾆ　ｷﾐﾔ ﾀｶﾋﾗ　ｼﾞｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾂﾔ ﾌﾙﾍﾞｯﾌﾟ　ｱﾂｼ ﾋﾛｾ　ﾂﾖｼ ｶﾄｳ　ｶｽﾞｷ ﾐﾁｼﾀ　ｺｳｽｹ

15 MHPS MHPS-CS☆ワン！ 1:13:33 籠谷　仁哉 高比良　潤 小林　篤也 古別府　篤史 廣瀬　剛士 河東　和樹 道下　浩典
16 一般 カコガワシムリセンカイクララ 1:14:52 ウチダタケユキ ハンダケイスケ トクラユカコ イマイアユハ イリエノドカ フジワラヨシト ニシラリサ

16 一般 加古川市むりせん会　クララ 1:14:52 内田　豪幸 半田　敬介 都倉　由香子 今井　あゆは 入江　和佳 藤原　義人 西羅　理紗
17 一般 カコガワシムリセンカイコーヘイ 1:14:52 ウチダタケユキ タウチマコト テラオカナオト ヒサタニコウヘイ クマノヒロキ タケシマリュウ ウチダタケユキ

17 一般 加古川市むりせん会　こーへい 1:14:52 内田　豪幸 田内　誠人 寺岡　直人 久谷　昂平 熊野　紘己 竹嶋　龍 内田　豪幸

18 浜風会 カブシキガイシャスミトモコウギョウエー 1:15:00 ｽﾐﾄﾓ　ﾀﾂﾔ ｶﾄﾞﾀ　ｱｷﾋﾛ ｽﾐﾄﾓ　ﾕｳｽｹ ﾜﾀﾉ　ﾖｼﾋﾛ ｽﾐﾄﾓ　ﾀﾂﾔ ｽﾐﾄﾓ　ｹﾝｲﾁ ｵﾘﾉ　ﾀｶｼ

18 浜風会 株式会社住友工業A 1:15:00 住友　達矢 門田　章央 住友　悠祐 綿野　良洋 住友　達矢 住友　謙一 折野　嵩

19 カネカ トクジュエー 1:15:00 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ﾅｽ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｵｶﾊﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ ｱｶﾏﾂ　ﾀﾂﾔ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶﾂｷ ｻｸﾗｲ　ﾋﾛｼ

19 カネカ 特樹A 1:15:00 藤井　央 那須　宣行 山下　大輔 岡原　年秀 赤松　達也 武林　克起 櫻井　博志

20 MHPS ﾗﾝﾆﾝｸﾞSG（チームR） 1:15:06 ｲﾏｴ　ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾏｸﾞﾁ　ｺｳｼﾞ ﾏﾂｲ　ｺｳｼﾞ ﾀﾅｶ　ﾔｽﾋﾛ ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾀｶ ｷｸﾁ　ｼｮｳﾍｲ ﾏﾂｲ　ﾖｼｱｷ

20 MHPS RunningSG（チームR） 1:15:06 今栄　智裕 濱口　浩司 松井　孝次 田中　康弘 鈴木　正崇 菊地　祥平 松井　善昭

21 高砂市役所 ﾀｶｻｺﾞｼﾔｸｼｮｱｰﾙｼｰ　ﾁｰﾑｴｰ 1:16:00 ｳｴﾂｷ　ｹﾝﾀ ﾆｼｶﾜ　ｺｳﾍｲ ｱﾘｼﾛ　ﾀﾞｲｽｹ ﾖｼｵｶ　ｶｽﾞｵ ｲﾉｳｴ　ﾖｳｽｹ ｳｴﾂｷ　ｹﾝﾀ ｱｶｻﾞﾜ　ﾋﾛｱｷ

21 高砂市役所 高砂市役所ＲＣ　チームＡ 1:16:00 植月　健太 西川　耕平 有城　大介 吉岡　一夫 井上　陽介 植月　健太 赤澤　勲昭

22 MHPS ﾌｼﾞﾔｺﾞｰ 1:16:00 ｵｵﾀ　ﾏｻﾕｷ ｵｵﾂｷ　ｺｳﾀ ｵｵﾀ　ﾏｻﾕｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾔｽﾅﾘ ｷﾀﾑﾗ　ﾏｻｼ ｶｲ　ﾐﾂﾙ ｼﾀﾞ　ﾏｻﾄ

22 MHPS フジヤGO 1:16:00 太田　雅之 大槻　垣太 太田　雅之 竹田　泰成 北村　仁 甲斐　充 志田　雅人

23 MHPS ｶﾞﾄｳｶｲ　ｴｰ 1:16:25 ｳｹﾅ　ﾘｮｳｽｹ ｲｼﾔﾏ　ｹｲﾔ ﾕﾘ　ﾏｻﾉﾘ ﾜｶｿﾞﾉ　ｽｽﾑ ﾆｳﾁ　ﾀｶｼ ｼﾐｽﾞ　ｱﾂｼ ｳｹﾅ　ﾘｮｳｽｹ

23 MHPS ガ統開　A 1:16:25 浮穴　涼介 石山　渓也 由里　雅則 若園　進 仁内　隆志 清水　敦司 浮穴　涼介

24 AGC ｾﾂｷﾞｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｱﾝ 1:16:51 ｵｵﾆｼ　ﾀｶｼ ｵｶﾀﾞ　ﾘｸ ｵｵﾆｼ　ﾀｶｼ ﾓﾘ　ﾊﾔﾄ ｱﾎﾞ　ｹﾝｼﾞ ﾋｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ ﾔﾌﾞｳﾁ　ｼﾝｼﾞﾛｳ

24 AGC 設技Cドリアン 1:16:51 大西　貴志 岡田　陸 大西　貴志 森　隼人 阿保　憲治 樋口　貴寛 薮内　新二郎

25 MHPS ﾀｶﾌﾟｾﾂ　Aﾁｰﾑ 1:17:25 ﾊﾀﾌﾞ　ﾀｹﾋﾄ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾋﾛﾕｷ ｻｶｷ　ﾀｶﾋｺ ｽﾐﾑﾗ　ﾅｵﾋﾛ ｵｼﾉ　ﾖｳｼﾞ ｼﾐｽﾞ　ﾀｹﾕｷ ﾓﾘｲ　ﾋｻﾉﾘ

25 MHPS 高プ設　Aチーム 1:17:25 畑生　武人 中川　博之 榊　貴彦 澄村　尚宏 押野　陽仁 清水　建行 森井　尚典

26 MHPS ﾋﾊｶｲﾋｰﾛｰｽﾞ 1:17:51 ﾅｶﾔﾏ　ﾋﾛｼ　 ｶﾜﾆｼ　ｶｼﾞｷ ｺﾞﾄｳ　ﾅｵﾄ ｸﾛﾀﾞ　ｺｳｷ ﾀｹｳﾁ　ﾋﾛﾌﾐ ｶﾂﾀﾞ　ﾅｵﾋﾛ ｱｿｳ　ｼﾝﾀﾛｳ

26 MHPS 非破壊ヒーローズ 1:17:51 中山　弘司 川西　舵希 後藤　直人 黒田　康貴 竹内　寛史 勝田　尚宏 麻生　慎太郎
27 MHPS ｱｲｵﾛｽｴｰ 1:18:00 ﾁｬｷ　ﾋﾄｼ ﾌｸｼﾏ　ﾀｸﾐ ﾁｬｷ　ﾋﾄｼ ﾆｼﾀﾞ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｲｲﾏ　ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞﾀ　ﾏｻｷ ｲﾉｳｴ　ｼｮｳﾀ

27 MHPS Aiolos【A】 1:18:00 茶木　斉 福島　巧 茶木　斉 西田　圭一郎 飯間　大揮 永田　昌久 井上　翔太
28 神戸製鋼所 ｼﾝｺｳﾌﾟﾁｴｰｼｰ 1:18:00 ﾀﾅｶ　ﾕｳｻｸ ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｹﾉﾌﾞ ﾕﾉｸﾞﾁ　ｼｮｳﾔ ｶﾜﾓﾄ　ﾀｲｾｲ ｱｼﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ ﾓﾘｼﾀ　ﾀﾂﾔ ﾊﾔｼ　ﾋﾛｷ

28 神戸製鋼所 神鋼ﾌﾟﾁAC 1:18:00 田中　裕作 松本　健伸 湯ノ口　翔也 川本　大聖 芦田　淳 森下　達也 林　宏樹

29 MHPS ﾁｰﾑｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 1:18:08 ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ ﾀｶｼﾏ　ｼｮｳﾀ ﾀｶﾊﾗ　ﾘｮｳ ﾋﾛｾ　ｺｳｷ ﾏｴﾀﾞ　ﾄﾓｷ ﾅｶﾉ　ﾄｵﾙ

29 MHPS チームインテリジェンス 1:18:08 田中　大介 田中　大介 高島　昌太 高原　淳 廣瀬　孝貴 前田　智貴 中野　達

30 MHPS ﾊﾗﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 1:18:22 ｶﾜﾀﾆ　ｹｲ ｶｷｳﾁ　ｹﾞﾝｷ ｳﾂﾐ　ﾄﾓｱｷ ｶﾄｳ　ﾘﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾕﾐﾊﾞ　ﾋﾛﾖｼ

30 MHPS 原田工業株式会社 1:18:22 川谷　圭 垣内　元気 内海　友彰 加藤　利斗 溝口　祐太 高橋　健太郎 弓場　啓芳

31 神戸製鋼所 ストライクウィッチーズ 1:18:41 ﾀｹﾌﾞﾁ　ｼｮｳﾍｲ ｻｶｲ　ﾋﾛﾕｷ ﾉﾑﾗ　ｼｭｳﾀ ｳｴﾉ　ｱﾂｼ ｼﾓﾀﾞ　ﾋﾛｷ ﾅｶｷﾞﾘ　ﾕｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ　ﾎﾀﾞｶ

31 神戸製鋼所 ストライクウィッチーズ 1:18:41 竹渕　翔平 酒井　博之 野村　柊太 上野　純 下田　裕貴 中桐　悠太 松本　穂高

32 MHPS ｱｲﾃｯｸﾀｶｻｺﾞ 1:18:53 ﾌﾙﾔ　ﾘｮｳ ﾌﾙﾔ　ﾘｮｳ ﾊﾅﾀﾞ　ﾕｳｲﾁ ﾏﾂｲ　ﾖｳｽｹ ﾌｼﾞｲ　ﾋﾃﾞﾕｷ ﾅｶｺﾞｴ　ﾕｳｽｹ ﾖｼｲ　ｼｮｳﾀ

32 MHPS iTEC高砂 1:18:53 古屋　良 古屋　良 花田　祐一 松井　洋介 藤井　秀行 中越　悠介 吉井　翔太

33 MHPS ｺｳﾃｲｶﾘﾝﾁｭ 1:18:55 ﾅｶｽｴ　ｻﾄｼ ﾅｶｽｴ　ｻﾄｼ ｳｴﾀﾞ　ﾔｽﾋｺ ｼﾗﾊｾ　ｶｽﾞｷ ﾊﾗ　ﾉｿﾞﾐ ﾀｶﾊｼ　ﾀﾀﾞｼ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏｺﾄ

33 MHPS 硬庭駆人 1:18:55 中末　諭 中末　諭 植田　泰彦 白波瀬　一貴 原　希弥 高橋　忠志 近藤　誠

34 サントリー サントリーミナミアルプステンネンスイエー 1:18:56 ツカモトユウジ ヨシムラシュウヘイ モギナオト イトウシンイチ モトオカユウキ クマザワカズシ ミナミジマサヤ

34 サントリー サントリー南アルプス天然水Ａ 1:18:56 塚本祐二 吉村秀平 茂石直人 伊藤伸一 本岡裕貴 熊澤一将 南地晶哉

35 MHPS ﾆｯｺｰﾃｸﾉ 1:19:12 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｶﾈﾕｷ ﾅｶﾉ　ﾔｽﾕｷ ﾀｶｷﾞ　ﾏｻｵﾐ ﾀｶﾐﾔ　ﾐﾅﾐ ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾈ　ﾕｳｺﾞ ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｶﾈﾕｷ

35 MHPS ニッコーテクノ 1:19:12 若林　金之 中野　康之 高木　将臣 高宮　美波 松本　雄一郎 山根　有吾 若林　金之

36 MHPS ｼﾞｭｳｷｶｲｶ　ﾌﾞﾋﾝｶﾞｶﾘｾﾝﾊﾞﾂ 1:19:18 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾖｼｱｷ ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｺﾞｴ　ｹﾝﾀ ﾐﾔﾉ　ｼｭﾝﾀ ﾔｽﾀﾞ　ﾕｳｷ ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳｶﾞ ﾐｷ　ｼｮｳﾍｲ

36 MHPS 重機械課　部品係選抜 1:19:18 杉本　嘉明 藤村　祐一朗 川越　健太 宮野　駿太 安田　優希 藤井　遼河 三木　翔平

37 AGC ｷﾞｶｲｷﾄﾞｼﾞｭﾂｼﾂﾊﾊｼﾙﾉｲﾔﾔﾈﾝ 1:19:20 ｽﾐﾀﾞ　ｶｽﾞｱｷ ｲﾏｻﾄ　ﾕｳｽｹ ﾀｹﾑﾗ　ｹｲ ﾌｼﾞｶﾜ　ｼｮｳﾀﾛｳ ｶｷｻﾞｷ　ﾓﾄｷ ｱﾘﾀ　ﾕｳｽｹ ｽﾐﾀﾞ　ｶｽﾞｱｷ

37 AGC 技開と技術室は走るの嫌やねん’20 1:19:20 隅田　和明 今里　祐介 竹村　桂 藤川　祥太郎 柿崎　幹 有田　祐介 隅田　和明

38 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ　ﾀｶｹｲﾃﾞﾝﾌﾞ 1:19:21 ﾏﾂｲ　ﾕｳｷ ﾊﾔｼ　ﾘｭｳｲﾁ ﾌﾙﾀ　ﾃﾂﾛｳ ﾀﾅｶ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｶｼﾞ　ﾄｵﾙ ﾋﾞﾗﾇｴﾊﾞ　ｻﾞﾙﾃﾞｨ ﾏﾂｲ　ﾕｳｷ

38 MHPS MHPSエンジ高砂　高計電部 1:19:21 松井　祐樹 林　竜一 古田　哲朗 田中　秀和 加治　徹 ビラヌエバ　ザルディ 松井　祐樹

39 キッコーマン キッコーマンショクヒン 1:20:00 ｶﾜｶﾐ　ﾀｶｼ ｼﾌﾞﾀﾆ　ケント ﾏﾂｵ　ﾔｽｷ ﾑﾗﾔﾏ　ｼｭｳﾍｲ ｻｶｸﾞﾁ　ﾂｶｻ ﾖｺﾔﾏ　ｼｭﾝｽｹ ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾘｮｳ

39 キッコーマン キッコーマン食品 1:20:00 川上　崇 澁谷　賢人 松尾　恭樹 村山　周平 坂口　司 横山　俊介 藤森　諒

40 カネカ チーム　エイエイオー 1:20:00 ｵｵｲｼ　ﾓﾄｱｷ ﾀｶｷﾞ ﾊｸﾄ ﾋｲﾗｷﾞ ﾀﾂｷ ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ ﾓﾘ　ﾄｼﾏｻ ｶﾜﾊﾗ　ﾐﾂｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ

40 カネカ TEAM AAO 1:20:00 大石　基彰 高木　博斗 柊木　竜輝 永田　夢 森　粛雅 河原　光雄 渡辺　健太



41 カネカ カネカ　エネルギーエー 1:20:00 ﾅｼｷ ﾕｳｼ ﾅｼｷ ﾕｳｼ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ ｱｶｼ ｺｳﾍｲ ｼｶﾞ　ﾔｽﾋﾛ ｷﾀﾑﾗ　ﾕｳﾔ ﾏﾂﾀﾞ　ｹﾝ

41 カネカ カネカ　エネルギーA 1:20:00 梨木　祐志 梨木　祐志 髙橋　弘樹 明石　康平 志賀　康裕 北村　優弥 松田　健
42 カネカ カネカ　エネルギービー 1:20:00 ﾅｼｷ ﾕｳｼ ｲｹｳｴ ｼﾝ ｳﾜﾓﾘ ｻﾄｼ ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾔ ﾃﾞｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ｻｶｸﾞﾁ　ｺｳｼﾞ ﾐﾅﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ

42 カネカ カネカ　エネルギーB 1:20:00 梨木　祐志 池上　伸 上森　智史 前田　武也 出崎　啓行 阪口　浩司 湊　信幸
43 サントリー サントリーイナシロノカズ 1:20:00 マエダカズユキ シゲノブダイスケ スズキトモヤ ゴトウヒロアキ ヒガシグチガクト コマツタツナリ タニグチユウキ

43 サントリー サントリー　稲城のＫＡＺＥ 1:20:00 前田一幸 重信大助 鈴木友哉 後藤寛明 東口楽都 小松達成 谷口雄紀
44 MHPS ﾀｶｻｺﾞｿｰｼﾝｸﾞﾉｶｾﾞ～ﾐﾅﾐｶｾﾞﾍﾝ～ 1:20:00 ﾀｹﾀﾞ　ｱﾂｼ ﾐﾀﾗｲ　ｲｯﾍﾟｲ ﾔﾉ　ｼﾝﾔ ｺﾀｹ　ｹﾝｺﾞ ｲｹﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ﾏﾙﾔﾏ　ﾄｼﾋｺ ﾀｹﾀﾞ　ｱﾂｼ

44 MHPS 高砂ソーシングの風～南風編～ 1:20:00 武田　惇志 御手洗　一平 矢野　慎哉 小竹　健吾 池田　晃司 丸山　俊彦 武田　惇志
45 MHPS ｳｫｰﾀー　ﾊｻﾞｰﾄﾞ 1:20:00 ﾆｼｵｶ　ﾋﾃﾞｷ ｷｮｳ　ﾘｮｳ ﾆｼｵｶ　ﾋﾃﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾞｲｷ ｲｲﾂﾞｶ　ﾋﾛｷ ﾁｬｷ　ｹﾝｲﾁ ﾔﾏｻｷ　ﾅｵﾔ

45 MHPS Water　Hazard 1:20:00 西岡　秀樹 喬　亮 西岡　秀樹 小林　大起 飯塚　裕紀 茶木　健一 山﨑　直也
46 MHPS ｴｲﾁｴﾑｽｲﾘｮｸ　ﾊｲ・ｽﾋﾟｰﾄﾞ・ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:20:00 ｻｶﾓﾄ　ｱｷﾋﾛ ﾋﾗﾀ　ﾕｷｱｷ ﾌｸﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ ﾀﾆ　ﾋﾃﾞｱｷ ｻｶﾓﾄ　ｱｷﾋﾛ ﾏﾂﾀﾞ　ﾄﾓﾉﾘ ｲﾄｳ　ﾘｮｳ

46 MHPS HM水力 HIGH SPEED RUNNERS 1:20:00 坂本　明太 平田　幸明 福田　暢英 谷　英明 坂本　明太 松田　知倫 伊東　凌
47 神戸製鋼所 ｼﾝｺｳｹﾝｻｻｰﾋﾞｽ（ｶﾌﾞ）ｴｷﾃﾞﾝﾄﾞｳｺｳｶｲｴｰ 1:20:00 ｱｷﾏﾙ　ｹﾝｼﾞ ｱｷﾏﾙ　ｹﾝｼﾞ ｸﾛﾀﾞ　ﾘｮｳｷ ﾌｸｲ　ﾔｽﾋﾛ ﾏｴﾀﾞ　ｼｭｳﾀﾛｳ ﾀｹｼﾀ ｺｳｼﾞ ﾋｻﾉ　ﾀｸﾋﾛ

47 神戸製鋼所 神鋼検査サービス㈱　駅伝同好会A 1:20:00 秋丸　賢治 秋丸　賢治 黒田　涼記 福井　康大 前田　秀太朗 竹下　浩志 久野　隆弘
48 MHPS ｿｳｹﾝ　ﾜｶﾃﾖｾｱﾂﾒ 1:20:14 ｴｶﾞﾐ　ﾘｮｳ ﾏｴﾊｼ　ﾕｳｷ ｲﾅﾊﾞ　ｺｳｽｹ ｼﾞﾝﾉｳ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾊｽﾞｲ　ﾕｳｽｹ ｴｶﾞﾐ　ﾘｮｳ ﾖｼﾀﾞ　ｹｲｽｹ

48 MHPS 総研　若手寄せ集め 1:20:14 繪上　涼 前橋　佑樹 稲葉　康介 神納　健太郎 筈井　祐介 繪上　涼 吉田　啓祐
49 MHPS ﾀｶｹｲﾃﾞﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:20:20 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ ﾖｺﾐｿﾞ　ﾀｶｱｷ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ ﾔﾏﾉ　ｷｮｳﾍｲ ｻｶﾀ　ｼﾝﾔ ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳ

49 MHPS 高計電ランナーズ 1:20:20 山元　隆弘 横溝　孝明 山元　隆弘 伊藤　亮介 山野　恭平 坂田　慎弥 吉田　裕

50 MHPS ﾐﾂﾋﾞｼﾀｶｻｺﾞﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞB 1:20:30 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾀｶ ﾋﾀﾞｶ　ｼﾝﾔ ｲｿｶﾜ　ｼﾝｲﾁ ｽｽﾞｷ　ｼﾞｭﾝｺ ｵｻﾞﾜ　ｶｽﾞﾋｺ ｱｻｲ　ﾋﾃﾞｱｷ ﾎﾝｺﾞｳ　ｶｽﾞﾏ

50 MHPS 三菱高砂陸上部B 1:20:30 鈴木　智貴 日髙　慎也 磯川　伸一 鈴木　純子 小澤　和彦 浅井　英明 北郷　一真

51 MHPS ｼﾝｵﾝｹﾝ 1:20:31 ｸﾛｷ　ｶﾂﾔ ｶﾜｼﾀ　ﾘﾝﾍﾟｲ ﾐｽﾞﾉ　ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾄ　ﾃｲ ｵｵﾉ　ﾅｵｷ ｸﾛｷ　ｶﾂﾔ ﾈｺﾓﾄ　ﾖｼﾂｸﾞ

51 MHPS しんおんけん 1:20:31 黒木　勝也 川下　倫平 水野　雄介 大和　禎 大野　直樹 黒木　勝也 猫本　善続

52 MHPS ﾆｭｰｾｯｸ ﾎｳﾚﾝｿｳ 1:20:39 ｲｼﾓﾄ　ﾏｻｷ ﾄﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ ｲﾊﾗ　ｱﾂｼ ｲｼﾓﾄ　ﾏｻｷ ｸﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛｼ

52 MHPS NUSEC 報連走 1:20:39 石本　正記 土井　大輔 井原　淳 石本　正記 熊田　一徳 藤原　潤一 清水　浩司

53 浜風会 カワモトジュウコウ　エー 1:20:43 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｼｹﾞ ｳｻﾞｷ ｼｮｳ ｲﾏﾅｶ ﾀｶｵ ﾔｽﾉﾌﾞ ﾅｵｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

53 浜風会 川本重工Ａ 1:20:43 谷川　博昭 林田　誠史 村上　徹達 宇崎　翔 今中　崇夫 安信　直樹 松本　博

54 神戸製鋼所 ｶﾝｻｲﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ 1:21:00 ﾁｮｳ　ｹﾝｼｭｳ ｶﾝﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ ﾜｶﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ ｽｶﾞｲ　ｹﾝﾄ ｺｼﾞﾏ　ｱｷﾗ ﾅｶﾉ　ｺｳｲﾁ ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾅﾘ

54 神戸製鋼所 関西ボンバーズ 1:21:00 趙　憲秀 神田　翔平 若水　礼知 須貝　健斗 小島　祥 中野　功一 竹内　奉誠

55 カネカ カネカ　イヤクライダー　ブイシックス 1:21:26 ｻｶｲ ﾔｽﾀｶ ｲﾁｶﾜ ｾｲﾔ ﾖｺｶﾜ ｷｲﾁ ﾅｶｼﾏ ｿｳﾀﾛｳ ｻｶｲ ﾔｽﾀｶ ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｺﾞｼｮﾉ ｹﾝｼﾞ

55 カネカ KANEKA 医薬ライダーV6 1:21:26 坂井　康高 市川　星哉 横川　貴一 中島　壮太郎 坂井　康高 内藤　寛之 御所野　健司

56 MHPS ｹﾝｾﾂｶ 1:21:38 ﾌﾙﾀ　ｱｷｵ ｺｼﾞﾏ　ﾀｶﾕｷ ﾌﾙﾀ　ｱｷｵ ｽｽﾞｷ　ﾖｳｼﾞ ﾔｽﾉ　ﾏｻﾉﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ ｲﾉｳｴ　ﾌﾐｶﾂ

56 MHPS 建設課 1:21:38 古田　暁生 小島　貴之 古田　暁生 鈴木　陽司 安野　正功 渡辺　聡 井上　文克

57 MHPS ﾅｶﾞﾚ 1:21:53 ｺｼﾞﾏ　ｶﾂﾋｻ ｵｶﾑﾗ　ﾊﾙｷ ﾀｹｲ　ﾚｲ ｺﾆｼ　ｴｲｼﾞ ﾋｶﾞｼ　ｹｲ ﾏｴﾀﾞ　ｻﾄｼ ｻﾉ　ﾀｹｼ

57 MHPS ながれ 1:21:53 小嶋　勝久 岡村　遼樹 竹井　怜 小西　英治 東　慧 前田　聡 佐野　岳志

58 カネカ サンコウグループ　（エーチーム） 1:22:00 ﾎﾘﾓﾄ ﾀｹｵ ｳﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ ﾌｸﾁ ｱｷﾗ ｲﾜｵ ｱﾂｼ ﾋﾀﾞｶ ｹｲｺﾞ ﾍｸﾞﾘ ﾋﾃﾞﾄ

58 カネカ 三晃グループ（Ａチーム） 1:22:00 堀本 武男 内川　大成 髙橋 瑞稀 福地 翠 岩男 篤志 日高 圭吾 平郡 秀人

59 MHPS ﾅｶﾞﾚ2.5 1:22:00 ｺｼﾞﾏ　ｶﾂﾋｻ ｳｴﾑﾗ　ﾕｳｽｹ ｳﾁﾔﾏ　ﾅｵｷ ｽｴﾏﾂ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾔｽﾋﾛ ﾜｶｲ　ﾄｷﾔ ｶﾜﾉ　ﾀｶｼ

59 MHPS ながれ2.5 1:22:00 小嶋　勝久 上村　裕亮 内山　直樹 末松　潤一 杉本　康嘉 若井　宗弥 川野　貴司

60 MHPS ﾀｶｾｲ0102ﾆｭｳｼｬｺﾝｾｲ 1:22:28 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄﾓﾋｺ ﾌｼﾞﾀ　ｷﾐﾔｽ ｼﾓｼﾞｮｳ　ｹﾝｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ﾄﾓﾋｺ ｳﾁﾀﾞ　ｼﾝﾔ ｵｵﾄﾓ　ﾋﾛﾕｷ ｵｸｲ　ﾋﾃﾞﾀｶ

60 MHPS 高製’01’02入社混成 1:22:28 山本　智彦 藤田　公康 下条　健悟 山本　智彦 内田　進也 大友　宏之 奥井　英貴

61 MHPS ﾌﾟｷﾞﾌﾞ　ﾌﾞﾁｮｳｼﾂﾁｰﾑ 1:22:30 ｼﾓｶﾞｲ　ﾀｹｼ ﾀｹｼｹﾞ　ｷﾖｼ ﾊｼ　ﾄｼﾕｷ ﾈﾓﾄ　ﾅｵｽｹ ﾀｶｽｷﾞ　ｼｹﾞｷ ﾊﾀﾌﾞ　ﾀｹﾋﾄ ﾊﾘﾔﾏ　ﾕｳｼﾞ

61 MHPS プ技部　部長室チーム 1:22:30 下雅意　猛 竹重　聖 土師　俊幸 根本　直亮 隆杉　茂樹 畑生　武人 播山　裕二

62 MHPS ﾁｰﾑﾁｬﾗﾊｼ 1:22:30 ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ ｳﾉ　ｺｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾄｼﾕｷ ｵｷﾓﾘ　ﾕｳﾀ ｺｲｽﾞﾐ　ﾅｵｷ ｶﾜｾ　ｼﾝﾔ ﾅﾗｻｷ　ｼｮｳﾀ

62 MHPS チームチャラハシ 1:22:30 田中　大介 宇野　晃一 山口　敏幸 沖森　友太 小泉　直貴 川瀬　真也 楢崎　翔太
63 カネカ カネカ オーエス　トウ　ビー　チーム 1:22:40 ﾔﾏｼﾀ　ｺｳﾍｲ ｶﾜﾓﾄ　ﾋﾛｼ ｵｵﾆｼ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｸﾏｰﾙ　ﾃﾞｨﾈｼｭ ﾏﾄﾊﾞ ｱﾝﾅ ﾐﾁﾉﾌﾞ ﾀｶｵ ｱｼﾞｵｶ　ﾅｵﾐ

63 カネカ カネカOS棟Bチーム 1:22:40 山下 浩平　 川本　洋 大西　美伸 クマール　ディネシュ 的塲 杏奈 道信　貴雄 味岡　直己
64 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ ｼｰｴｽ　ﾌﾚｯｼｭﾊﾟﾜｰ 1:22:43 ｶｺﾞﾀﾆ　ｷﾐﾔ ｸﾗﾓﾄ　ﾐｷ ﾔﾌﾞｷ　ﾖｼﾋｺ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾏｻ ｺｶｼﾞ　ﾌｻﾔ ﾌｼﾞﾀ　ﾕｳﾍｲ ﾐﾅｶﾜ　ﾖｼﾔ

64 MHPS MHPS-CS☆フレッシュパワー 1:22:43 籠谷　仁哉 倉本　未樹 箭吹　義彦 山口　和正 小鍛治　総哉 藤田　祐平 南川　佳也

65 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽｲｼﾝﾌﾞ　ﾋﾞｰﾁｰﾑ 1:22:56 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ　ﾔｽｵ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ　ﾔｽｵ ﾑﾗｾ　ﾀｸﾔ ｳﾗﾓﾄ　ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾏｻﾋﾛ ｼﾏﾀﾞ　ｼｮｳｼﾞ ﾉﾑﾗ　ｱｷﾋﾛ

65 MHPS MHPS　プロジェクト推進部　Bチーム 1:22:56 柳原　康男 柳原　康男 村瀬　拓也 浦元　春香 藤原　聖寛 嶋田　昭二 野村　明弘

66 カネカ チーム　ビーティ 1:23:00 ｷﾀﾉ ﾐﾂｱｷ ﾅｶｲｼ ﾄﾓﾕｷ ｱﾗｲ ﾅｵｷ ﾆｼﾊﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｶﾂ ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ ｷﾀﾉ ﾐﾂｱｷ

66 カネカ チームBT 1:23:00 北野　光昭 中石　智之 荒井　直樹 西八條　正克 本田　真一 久保　博司 北野　光昭

67 カネカ ケンノウ　オービー 1:23:00 ｷﾀﾉ ﾐﾂｱｷ ﾄｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ｷｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ ｵｵﾀﾆ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ ｿｳﾓﾝ ﾄﾓｱｷ

67 カネカ 県農OB 1:23:00 北野　光昭 得田 光司 加藤　雅紀 岸本　望 大谷　龍也 山中　浩 惣門　太朗

68 MHPS ｻｰﾋﾞｽﾏﾝﾃﾝ 1:23:00 ｼﾊﾞﾀ　ﾕｳｼﾞﾛｳ ｼﾊﾞﾀ　ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾊｶﾞ　ｼﾝﾉｽｹ ﾖｼｶﾜ　ﾓﾄﾂｸﾞ ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾏ ｺﾝﾄﾞｳ　ｺｳｷ ﾄｳｶｲﾘﾝ　ﾘｮｳ

68 MHPS サービス満点 1:23:00 柴田　裕二郎 柴田　裕二郎 羽賀　伸之介 吉川　元嗣 西村　和真 近藤　功基 東海林　遼
69 MHPS ｹﾞﾝﾀﾌﾟｷﾞ　ﾀﾌﾟﾀﾌﾟ 1:23:33 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｷﾗ ﾋﾗｲ　ｼﾞｭﾝﾔ ﾌｼﾞｲ　ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾀﾃｲｼ　ﾋﾃﾞｵ ｵｶ　ﾄﾓﾕｷ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏﾅﾌﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｴﾐ

69 MHPS 原タプ技　タプタプ 1:23:33 渡辺　亮 平井　淳也 藤井　雄一郎 立石　秀雄 岡　智之 山口　学 山本　知恵美

70 MHPS ﾃﾞﾝｹｲﾌﾞｴｰ 1:23:35 ｽﾅﾀﾞ　ｷｮｳﾍｲ ｽﾅﾀﾞ　ｷｮｳﾍｲ ﾏﾂﾐ　ｲｻﾑ ﾏﾂｼﾛ　ｺﾞｲﾁ ｸﾆﾋﾛ　ｱｷﾋﾄ ﾓﾘ　ﾕﾀｶ ｸﾛﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ

70 MHPS 電計部A 1:23:35 砂田　恭平 砂田　恭平 松見　勇 松代　吾一 國廣　哲人 森　豊 黒田　祥平

71 MHPS ﾐﾝﾎﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:24:00 ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ｳｴﾀﾞ　ﾔｽｼ ｵｶﾓﾄ　ｺﾞｳ ﾐﾔﾅｶﾞ　ﾕｳｼﾞ ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ｵｶﾓﾄ　ｱﾂｷ ｶﾜﾊﾀ　ﾘｮｳｽｹ

71 MHPS 民ポランナーズ 1:24:00 石田　賢弘 植田　恭史 岡本　郷 宮長　裕二 石田　賢弘 岡本　篤樹 川畑　遼介

72 MHPS ﾀｶﾁｻﾞｲ　ﾊﾟﾃﾝﾄｾｲｶﾂ 1:24:00 ｸﾎﾞﾀ　ﾃﾂﾛｳ ｸﾎﾞﾀ　ﾃﾂﾛｳ ｵｻﾞｷ　ｱﾔ ｺﾆｼ　ﾐﾉﾙ ｵｸﾞｼ　ﾔｽﾕｷ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ ｲﾀﾆ　ﾏｻﾋﾛ

72 MHPS 高知財　パテント生活 1:24:00 久保田　哲郎 久保田　哲郎 尾﨑　絢 小西　実 小串　泰之 中村　浩之 井谷　祐太

73 MHPS ｸﾐﾀﾃｶｼﾞﾑｼｮ　A 1:24:12 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ ﾀﾏﾀﾞ　ｶﾞｸﾖｳ ﾏｻｷ　ﾓﾘﾋｺ ﾖｼﾓﾄ　ﾕｳｷ ｲﾄｳ　ﾏｻｷ ﾋﾛｶﾜ　ﾀﾞｲｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾋﾛﾄ

73 MHPS 組立課事務所　A 1:24:12 伊藤　真樹 玉田　岳洋 眞﨑　守彦 吉本　裕希 伊藤　真樹 廣川　大輝 竹田　広人

74 MHPS ﾃﾞﾝﾋﾟｯｶｹﾝ 1:24:12 ｱｵﾔﾏ　ｹｲｺ ｲｲﾂﾞｶ　ｹﾝｼﾞ ﾓﾘﾓﾄ　ﾅﾂｾ ｷﾑﾗ　ﾀﾀﾞｼ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｹﾋｺ ﾏﾂﾀﾞ　ﾘｭｳｲﾁ ﾔｽｲ　ｼﾞｭﾝ

74 MHPS 電ピッカ研 1:24:12 青山　慶子 飯塚　健二 森本　夏聖 木村　是 山口　岳彦 松田　竜一 安井　潤

75 神戸製鋼所 ｴﾌｼｰ　ﾃｸﾉ　ｴｰ 1:24:45 ｱﾗﾀｼ ﾏｻｼ ｶﾀｵｶ　ｺｳﾍｲ ｶﾜﾑﾗ　ﾄﾓﾋﾛ ｵｶﾓﾄ　ｼﾝｼﾞ ｵﾊﾞﾀ　ﾀｲｼﾝ ｴｸﾞﾁ　ｳｼｵ ｵｵｻｺ　ﾏｻﾋｺ

75 神戸製鋼所 FC　Techno A 1:24:45 新　優志 片岡　滉平 川村　朋大 岡本　真治 小畑　大心 江口　潮 大迫　正彦

76 浜風会 リョウワ・キョウワデンキ 1:25:00 ｺﾞﾄｳ　ﾋｻｶｽﾞ ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｸﾗﾓﾄ ｺｳｷ ﾔｿ ﾋﾛｱｷ ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ ｼﾊﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ ﾊﾗ ｲﾁﾛｳ

76 浜風会 菱和・協和電気 1:25:00 後藤　久和 福田　洋介 蔵元　孝輝 八十　弘明 釜田　大作 柴谷　淳 原　一郎

77 一般 ソネックチームオンソク 1:25:00 ユバタツヤ マエダアキヒロ ハセガワジュン ヨシカワマコト マツナガジュンキ ハヤシユウキ ナガオショウタ

77 一般 Sonec　team　音速 1:25:00 弓場　達也 前田　晃宏 長谷川　潤 吉川　真 松永　潤樹 林　勇伎 長尾　翔太

78 カネカ ワイエスティｰワン 1:25:00 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ ﾊﾗ ｶｲﾘ ﾊﾔｼ　ﾄﾜ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ ﾕｱｻ ｺｳｲﾁ ｱﾏｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

78 カネカ YST-1 1:25:00 藤原　孝行 原　海里 林　永遠 藤本　立樹 堀内　貴弘 湯浅　晃一 天川　龍治

79 カネカ ワイエスティｰツー 1:25:00 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝ ｶﾜｲ ｲﾂﾞﾙ ﾜｸﾀﾞ ﾏｻﾙ ﾂｹﾞ ﾕｳｽｹ ｵｵﾂｷ ｷﾝﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ

79 カネカ YST-2 1:25:00 藤原　孝行 山田　健 河合　出 和久田　優 柘植　雄介 大槻　欽哉 藤原　孝行

80 カネカ カネカ　ドリームス 1:25:00 ｼﾏｵｶ　ｱﾂｼ ｼﾏｵｶ　ｱﾂｼ ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ ｶﾜﾊﾗ　ｹﾝｼﾞ ﾌｸｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾕｳﾍｲ ｲﾜﾓﾄ　ﾋｻﾅｶﾞ

80 カネカ カネカ　ドリームス 1:25:00 嶋岡　淳 嶋岡　淳 太田　健裕 河原　健治 福崎　泰典 吉沢　勇平 岩本　久永
81 カネカ タカサゴエンジニアリングセンターエー 1:25:00 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ ｲﾑﾗ ﾏｻﾄ ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾔｽ ﾓﾘｶﾜ ﾖｼｱｷ ｽﾐﾀﾞ ｺｳｼﾞ ﾎﾘｴ ﾂﾈﾉﾘ

81 カネカ 高砂エンジニアリングセンターA 1:25:00 山田　文平 永尾　浩貴 井村　正人 小川　恵康 森川　佳昭 住田　耕司 堀江　角法
82 カネカ タカサゴエンジニアリングセンタービー 1:25:00 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ ｲﾁｵｶ ﾕｳﾄ ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ ｱｵｷ ﾖｳｽｹ ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｵ ｱｶﾏﾂ ﾏｻｼ ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｻ

82 カネカ 高砂エンジニアリングセンターB 1:25:00 山田　文平 市岡　勇人 東口　貴幸 青木　陽祐 山崎　満雄 赤松　正士 石田　勝久
83 カネカ タカサゴエンジニアリングセンターシー 1:25:00 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ ｶﾘﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ ｺﾊﾗ ﾀｲｼ ｲｿﾆｼ ﾄｼﾉﾘ ｻﾉ ﾖｼﾐﾂ ﾏｯﾀ ｹｲｼﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

83 カネカ 高砂エンジニアリングセンターC 1:25:00 山田　文平 苅山　将伸 小原　大詩 磯西　利徳 佐野　良光 松田　啓心 山田　文平



84 カネカ トクジュビー 1:25:00 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾀｹﾄ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ ｶﾏﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ ﾔﾊﾀ ﾕｳｽｹ

84 カネカ 特樹B 1:25:00 藤井　央 藤井　央 長谷川　一 札場　健人 中村　健太 鎌谷　脩平 八幡　雄祐

85 MHPS ﾐﾂﾋﾞｼﾀｶｻｺﾞﾘｸｼﾞｮｳﾌﾞC 1:25:00 ｽｽﾞｷ　ﾄﾓﾀｶ ﾎｼﾉ　ｼﾝﾔ ﾀｹﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ ｵｵﾆｼ　ﾏｻﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾁｶﾖ ﾆｲﾐ　ｱｷｺ ｽｷﾞﾀ　ﾐﾂﾉﾘ

85 MHPS 三菱高砂陸上部C 1:25:00 鈴木　智貴 星野　真哉 竹村　和彦 大西　正美 小林　周代 新家　亜希子 杉田　光謹

86 MHPS ｽｰﾊﾟｰｿﾆｯｸﾒﾝ 1:25:00 ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛﾂｸﾞ ｸﾒ　ﾃﾙｵ ﾏﾂｼﾏ　ﾀｹｼ ﾌｼﾞｵｶ　ﾀｶﾉﾘ ﾅｶﾊｼ　ﾌﾐﾋﾛ ｼﾗｲｼ　ﾋﾛｶｽﾞ ﾀｹｳﾁ　ﾔｽｼ

86 MHPS 超音速男 1:25:00 吉田　大次 久米　瑛厳 松嶋　剛志 藤岡　尊典 中橋　文博 白石　浩一 竹内　康

87 MHPS ｻﾝﾀﾞｲﾒ　ﾊﾟﾝﾊﾟｰｽ 1:25:00 ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛﾂｸﾞ ｲｹﾀﾞ　ｻﾄｼ ﾖｼﾑﾗ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾍﾞｯﾌﾟ　ｺｳｼﾞ ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛﾂｸﾞ ﾅｶﾊﾗ　ﾄﾓﾕｷ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾕｳｽｹ

87 MHPS 3代目　パンパース 1:25:00 吉田　大次 池田　悟史 吉村　純平 別府　幸司 吉田　大次 中原　智行 川口　祐典

88 MHPS ﾃﾞﾝｹｲﾌﾞﾋﾞｰ 1:25:00 ｼﾉ　ﾅｵｷ ﾅｶﾞﾀ　ﾉﾘﾕｷ ｲｹﾏｽ　ﾊﾙﾕｷ ﾋﾗｵｶ　ﾄｼﾔｽ ｼﾉ　ﾅｵｷ ﾎﾘｴ　ﾕﾐ ﾓﾘﾔﾏ　ｺｳﾀﾛｳ

88 MHPS 電計部B 1:25:00 篠　直希 長田　憲幸 池増　陽之 平岡　稔康 篠　直希 堀江　由実 森山　航太郎

89 MHPS ｱｲｵﾛｽﾋﾞｰ 1:25:00 ﾁｬｷ　ﾋﾄｼ ｼﾗｲｼ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ　ｲｸｵ ｵﾊﾞﾅ　ﾀｹｼ ｺﾀﾞﾆ　ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｹｻﾞｷ　ｿｳﾏ ﾏﾂｵ　ﾂﾊﾞｻ

89 MHPS Aiolos【B】 1:25:00 茶木　斉 白石　健太郎 山田　育男 尾花　武史 小谷　慎太郎 竹﨑　壮真 松尾　翼

90 MHPS ｶﾞｾｲ　ﾆｶﾞｶﾘ～ｽﾞ 1:25:00 ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ ｺﾑﾗ　ﾅｵ ｶﾅｶﾞﾜ　ﾀｶｼ ｽﾄﾞｳ　ﾖｳﾍｲ ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ ﾔｽﾐｽﾞ　ﾖｳﾍｲ ﾜﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ

90 MHPS ガ静　2係～ズ 1:25:00 石田　尚之 小村　有 金川　昂史 須藤　洋平 石田　尚之 安水　洋平 和田　真吾

91 MHPS ﾁｰﾑﾀｶﾌﾟﾋﾝｼｮｳ 1:25:00 ｳｴﾊﾗ　ﾕﾂﾞﾙ ﾂﾁﾔ　ｹｲｽｹ ﾔﾏﾓﾄ　ﾐﾜ ﾊﾙﾀ　ｶｵﾙ ﾌｸﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ｽｽﾞｷ　ｶﾂｼ ｸﾔﾏ　ﾐﾂﾙ

91 MHPS チーム高プ品証 1:25:00 上原　謙 土屋　啓輔 山本　美和 春田　薫 福田　晃司 鈴木　克士 久山　満

92 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾖｺﾊﾏ 1:25:00 ｸｻﾅｷﾞ　ﾋﾃﾞｵ ｼﾗｲｼ　ｹﾝｼｭｳ ｲﾄｳ　ﾊﾙｷ ｶﾝﾀﾞ　ﾀｸﾏ ﾌｸｲ　ﾏｻﾐ ｺﾝﾄﾞｳ　ｻﾄｼ ﾖｺﾐｿﾞ　ｶﾂﾄｼ

92 MHPS MHPSエンジ横浜 1:25:00 草彅　秀夫 白石 兼脩 伊藤 遥紀 神田 拓磨 福井 雅己 近藤　智史 横溝　克利

93 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾅｶﾞｻｷ 1:25:00 ﾅｶﾞﾀ　ﾘｭｳﾀ ﾐﾔﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ ｶﾜﾉ　ﾘｭｳﾍｲ ﾅｶﾞﾀ　ﾘｭｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｹｲｽｹ ｻﾜﾀﾘ　ﾀﾞｲｷ ﾊﾔｻｷ　ﾄｼﾋﾛ

93 MHPS MHPSエンジ長崎 1:25:00 永田　竜太 宮本　峻祐 河野　竜平 永田　竜太 山口　敬亮 猿渡　大貴 早﨑　俊博

94 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ ｱﾝﾄﾞ ｱｲﾃﾞｨｰｴｽﾀｶｻｺﾞｹﾝｾﾂｶ 1:25:00 ﾏﾂﾑﾗ　ｺｳﾍｲ ﾅｶｼﾏ　ﾖｼﾐﾂ ﾏﾂｲ　ﾐﾂﾖ ﾔﾏｼﾀ　ﾚｲｺ ｸﾄﾞｳ　ｾｲｲﾁ ｸｻﾅｷﾞ　ﾋﾃﾞｵ ｶﾜﾋﾄ　ﾋﾛﾕｷ

94 MHPS MHPSエンジ高砂 and IDS高砂建設課 1:25:00 松村　厚平 中島　洋光 松井　光代 山下　玲子 工藤　誠一 草彅　秀夫 川人　弘之

95 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞｲｰｴｽｼﾞｰ 1:25:00 ﾏｴﾀﾞ　ｺｳｲﾁ ﾀﾌﾞﾁ　ｷﾖﾃﾙ ｸﾞｴﾝ　ﾃｨ　ﾎﾝ　ｶﾞｰ ｲﾏﾂﾞ　ﾋﾛﾖｼ ﾀｹﾁ　ｼｮｳｺﾞ ﾓﾘﾓﾄ　ﾄﾓｷ ｻｶｲ　ﾕｳｽｹ

95 MHPS MHPSエンジ高砂ESG 1:25:00 前田　耕市 田淵　清輝 NGUYEN THi HONG NGA 今津　裕好 武智　翔吾 森本　朋樹 酒井　悠佑

96 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ　ﾈﾝｼｮｳｷﾓｴｼｭｳﾀﾞﾝ 1:25:00 ﾅｶﾔﾏ　ﾅｵｷ ｻｶﾞﾜ　ﾀｶｼ ｻﾄｳ　ｼﾝｺﾞ ｲﾜﾓﾄ　ﾃﾂﾔ ﾅｶﾔﾏ　ﾅｵｷ ﾖｺﾔﾏ　ｾｲｼﾞｭ ﾀｹﾓﾄ　ﾅｵｷ

96 MHPS MHPSエンジ高砂　燃焼器萌え集団 1:25:00 中山　順木 佐川　隆 佐藤　真悟 岩本　哲也 中山　順木 横山　聖樹 竹本　直樹

97 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ　ｷﾞｽｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 1:25:00 ｵｵｼﾏ　ｶｽﾞｷ ﾌｸﾊﾗ　ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ　ｱｷｵ ﾐﾔｳﾁ　ﾖｼｷ ﾅｶﾆｼ　ﾘｮｳﾀ ｵｵｼﾏ　ｶｽﾞｷ ﾎﾘｺｼ　ﾕｳｻｸ

97 MHPS MHPSエンジ高砂　技推G 1:25:00 大島　一輝 福原　祐太 藤原　暁雄 宮内　良樹 中西　亮太 大島　一輝 堀越　勇作

98 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ　ﾎﾟｽｲーﾌﾞ 1:25:00 ｽﾐｸﾗ　ｹｲｽｹ ｲｸﾞﾁ　ﾘｮｳ ﾀｹｳﾁ　ﾂﾖｼ ﾌｼﾞﾀ　ｼｭﾝｽｹ ｶﾜﾉ　ﾖｼｷ ｳｴｽｷﾞ　ﾃﾂｵ ｽﾐｸﾗ　ｹｲｽｹ

98 MHPS MHPSエンジ高砂　ポ水～部 1:25:00 角倉　慶亮 井口　凌 竹内　毅 藤田　俊亮 河野　芳樹 植杉　徹夫 角倉　慶亮

99 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ★ﾁｰﾑﾕﾆｵﾝ 1:25:00 ﾏｼﾞﾏ　ﾖｼﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ　ｱｷﾗ ﾏｼﾞﾏ　ﾖｼﾋﾛ ﾓﾘ　ﾏｻﾔ ｵｵﾂｼﾞ　ﾋﾃﾞｷ ﾆｼｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｼﾞ

99 MHPS MHPSエンジ高砂★チームユニオン 1:25:00 眞嶋　芳公 宮本　旭 眞嶋　芳公 森　雅哉 大辻　秀樹 西川　高広 吉田　祐二

100 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ ｴｽｼｰ　ｴｰﾁｰﾑ 1:25:00 ｱｶｲｹ　ｹｲ ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾌﾐ ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾉﾘﾀｶ ｶｶﾞﾜ　ﾅｵﾔ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾀﾞｲｽｹ ｶﾅｻﾞﾜ　ﾐﾂｱｷ ｲﾜｻ　ﾕｳｽｹ

100 MHPS MHPS-SC Aチーム 1:25:00 赤池　圭 中林　孝文 森永　宜生 加川　直也 中川　大輔 金澤　光明 岩佐　祐介

101 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ ｴｽｼｰ　ﾋﾞｰﾁｰﾑ 1:25:00 ﾂﾁﾔ　ｱｷﾗ ｵﾈ　ﾕｲﾏ ｺｳﾀﾘ　ﾕｳｷ ｳｴﾔﾏ　ﾋﾛｱｷ ｵｸﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｼﾓｻｶ　ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｽｹ

101 MHPS MHPS-SC Bチーム 1:25:00 土屋　輝 尾根　唯真 神足　佑貴 上山　博晃 小倉　伸之 下坂　亮太 中林　佑介

102 神戸製鋼所 ﾅﾝﾊﾞｰｽﾞ 1:25:00 ﾖｼﾊﾗ　ﾐﾂｱｷ ﾏｴﾀﾞ　ﾔｽｵ ﾖｼﾊﾗ　ﾐﾂｱｷ ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾔ ｼｵﾔﾏ　ﾏｻｼ ｱｶｼ　ｺｳｼﾞ ﾅﾝﾊﾞ　ﾉﾌﾞﾐﾂ

102 神戸製鋼所 NAMBERS 1:25:00 吉原　光昭 前田　康雄 吉原　光昭 本田　雅也 塩山　昌志 明石　廣司 難波　信充

103 MHPS ｼｰｱｲｴｽﾌﾞ　ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:25:15 ﾂﾂﾞｷ　ﾏｻﾋﾄ ｱﾗｷ　ﾘｮｳｼﾞ ﾀｹｳﾁ　ﾐｽﾞﾎ ｷﾀｼﾞﾏ　ｶﾂﾏｻ ｵｶｻﾞｷ　ﾋﾛﾀｶ ｺﾝﾄﾞｳ　ｶｽﾞｳﾐ ﾂﾂﾞｷ　ﾏｻﾋﾄ

103 MHPS CIS部　ランナーズ 1:25:15 都築　将仁 荒木　亮次 竹内　瑞穂 北島　克将 岡崎　広昂 近藤　一海 都築　将仁

104 MHPS ｵﾝﾘｰﾜﾝ 1:25:21 ｳｴﾊﾗ　ﾕﾂﾞﾙ ﾌｸｼﾏ　ｼｭﾝﾍﾟｲ ｵｵﾆｼ　ﾄﾓﾔ ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸｵ ｵｷﾞﾉ　ﾋﾛｼ ﾀﾏｶﾞﾜ　ﾖｼﾀｶ ｳｴﾊﾗ　ﾕﾂﾞﾙ

104 MHPS Only One 1:25:21 上原　謙 福島　俊平 大西　智也 吉田　拓生 荻野　浩 玉川　善崇 上原　謙

105 浜風会 フクトクテクノス 1:25:44 ﾋﾗﾔﾏ　ﾔｽﾋﾛ ﾏｴｶﾜ　ｹｲﾀ ﾎﾞｳﾀﾆ　ﾕｳﾔ ｱﾍﾞ　ﾘｮｳ ｳｴｻｷ　ｶｲ ﾏﾂﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ クロダ　ｺｳｾｲ

105 浜風会 フクトクテクノス 1:25:44 平山　康広 前川　圭太 棒谷　悠也 阿部　僚 上崎　快 松本　良太 黒田　康生

106 神戸製鋼所 ｹｰﾋﾞｰｴｽ 1:25:44 ﾓﾘｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ ﾓﾘｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ ﾔﾏｼﾀ　ﾐﾁﾋｻ ﾂﾙｲ　ﾀｶﾕｷ ｵｶﾞﾜ　ﾏｽﾋﾛ ｻﾄｳ　ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾉﾘ

106 神戸製鋼所 KBS 1:25:44 森口　達也 森口　達也 山下　道久 鶴井　隆行 小川　益弘 佐藤　友樹 小林　優憲

107 MHPS ﾛｯｺｳｻﾝｶﾞｸﾌﾞ　ﾋﾞｰﾁｰﾑ 1:25:52 ﾐﾀﾆ　ﾏｻｷ ﾀｹｳﾁ　ﾕｳﾄ ｱｵﾔﾏ　ｼｮｳﾍｲ ﾄｸﾔﾏ　ｹﾝﾀﾛｳ ｳｴﾑﾗ　ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾅﾐ　ﾏｻﾌﾐ ｷﾗ　ｱｷﾄ

107 MHPS 六甲山岳部　Bチーム 1:25:52 三谷　真規 竹内　悠人 青山　昌平 德山　剣太郎 植村　賢次郎 松浪　賢史 吉良　旭杜

108 一般 ナンチャッテアールシー 1:26:00 ナカムラシュンジ オリイリョウスケ イワサキマコト イワサキエイジ オカダヤスアキ ナカムラトシヒコ ナカムラユウゴ

108 一般 なんちゃってRC 1:26:00 中村　俊治 折井　良輔 岩崎　誠 岩崎　英治 岡田　泰明 中村　俊彦 中村　優吾

109 三菱製紙 ナクレノモリ 1:26:00 ｶｹﾉ　ﾋﾃﾞｷ ｼｵﾀﾆ  ﾀｶｵ ｵｸﾑﾗ  ﾕｳｽｹ ｾﾞﾝﾆｭｳ  ﾖｼﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｼﾀ  ﾋﾛﾌﾐ ﾅｶﾀ  ｶﾂﾐ

109 三菱製紙 ナクレの森 1:26:00 懸野　秀樹 塩谷  孝雄 奥村  優介 善入  喜之 小林  大地 山下　絋史 仲田　克己

110 MHPS ﾀｶﾌﾟｾﾂ　Bﾁｰﾑ 1:26:22 ﾊﾀﾌﾞ　ﾀｹﾋﾄ ﾐﾔﾊﾗ　ｼｹﾞﾀﾛｳ ﾆｼｴ　ｹﾝﾀﾛｳ ｱｻﾄ　ﾅﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞｷ ﾄﾞﾓﾝ　ﾌﾄｼ ｷﾞｭｳ　ｾｲｴﾝ

110 MHPS 高プ設　Bチーム 1:26:22 畑生　武人 宮原　茂大朗 西江　健太郎 安里　匠貴 渡邉　一貴 土門　太 牛　靖渊

111 MHPS ｶﾞﾄｳｶｲ　ﾋﾞｰ 1:26:30 ｳｹﾅ　ﾘｮｳｽｹ ﾑﾗﾀ　ﾘｮｳ ﾏｴﾀﾞ　ｹﾝｺﾞ ﾂｼﾞ　ﾖｼﾌﾐ ｻｶﾓﾄ　ｺｳﾔ ﾀﾅｶ　ﾘｮｳ ﾊﾔｼ　ﾀｸﾔ

111 MHPS ガ統開　B 1:26:30 浮穴　涼介 村田　遼 前田　健吾 辻　良史 坂本　輝矢 田中　亮 林　卓哉

112 MHPS ｷﾆｹﾝ 1:26:41 ｺｼﾞﾏ　ﾕｳﾔ ｱｹﾉ　ｺｳｷ ﾀｹｲ　ﾉﾘﾋｻ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾉﾘﾕｷ ｲﾏｵｶ　ｹﾝｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾃﾂﾍｲ ｵｸﾞﾆ　ﾘｮｳ

112 MHPS キニケン 1:26:41 小島　優也 明野　晃季 武居　則久 長谷川　徳之 今岡　健悟 小林　哲平 小國　凌

113 MHPS ｼﾞｭｳｷｼﾞﾑｼｮ　ﾏﾀﾞﾘﾊﾋﾞﾘ 1:26:46 ｵｵﾀﾏ　ｻﾄﾙ ｺﾆｼ　ﾄﾓﾉﾘ ｵｶﾀﾞ　ﾀｹｼ ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｮｳﾍｲ ﾐﾔｼﾀ　ｻﾄｼ ｲﾊﾗ　ｹｲｽｹ ｱｷﾂﾞｷ　ﾀｸﾐ

113 MHPS 重機事務所　まだリハビリ 1:26:46 大玉　聡 小西　知則 岡田　健史 中川　翔平 宮下　哲 伊原　圭祐 秋月　拓実

114 MHPS ﾗﾝﾆﾝｸﾞSG（チームS） 1:27:03 ｲﾏｴ　ﾄﾓﾋﾛ ｲﾏｴ　ﾄﾓﾋﾛ ｲｹｻﾞｷ　ﾋﾛﾖｼ ｶｷﾀ　ｷﾖﾀｶ ﾌｼﾞｲ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ｼｹﾞﾐﾂ　ｺｳｿｳ ｼｭﾄｳ　ﾏｻｷ

114 MHPS RunningSG（チームS） 1:27:03 今栄　智裕 今栄　智裕 池崎　弘佳 垣田　清隆 藤井　亮太朗 重光　康壮 首藤　匡毅

115 一般 ケプコハチジュウニ 1:27:34 ムラグチアキラ キムラユウキ イマナカリョウタ マエダトオル フジワラヨシキ オトカワトモキ オグラテツノリ

115 一般 ケプコ82 1:27:34 村口　　明 木村　勇樹 今中　亮汰 前田　徹 藤原　良樹 乙川　友希 小椋　鉄典

116 MHPS ｴｽｼｰｴﾑ ﾗﾌﾟﾀｰ 1:27:57 ﾅｶﾉ　ｹｲﾀ ｻﾄｳ　ｺｳﾍｲ ﾄﾐｵｶ　ﾏｻｶﾂ ﾔﾏｻｷ　ﾓﾄﾋﾛ ﾊﾔｼ　ｻﾄｼ ﾅｶﾉ　ｹｲﾀ ﾀﾆﾈ　ﾋﾛﾕｷ

116 MHPS SCM RAPTOR 1:27:57 中野　恵太 佐藤　浩平 富岡　正勝 山崎　元裕 林　聡史 中野　恵太 谷根　博行

117 MHPS ｿﾌﾄﾃﾆｽﾗﾝﾅｰｽﾞ 1:28:00 ｸﾏﾀﾞ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｸﾏﾀﾞ　ﾖｼﾉﾌﾞ ﾄﾐﾀ　ｹｲｲﾁ ﾅｶﾐ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾀﾆ　ｼｹﾞﾋｺ ﾄｺﾞｴ　ﾕｳｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ｷｮｳｺ

117 MHPS ソフトテニスランナーズ 1:28:00 熊田　善信 熊田　善信 富田　圭一 中見　純平 中谷　重彦 戸越　雄二 山本　京子

118 MHPS ｶﾞｸﾚﾝｾﾝﾊﾞﾂ 1:28:34 ﾅｶﾞｲ　ﾄﾓﾄ ﾅｶﾞｲ　ﾄﾓﾄ ｶｻﾉ　ﾏﾅﾌﾞ ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭｳｻｸ ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｻ ｶﾈﾄﾞﾒ　ﾏｻﾄ ﾌｶｵ　ｼﾝｼﾞ

118 MHPS 学連選抜 1:28:34 永井　友人 永井　友人 笠野　学 山本　修作 田村　和久 金留　正人 深尾　伸次

119 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞﾀｶｻｺﾞ　ﾊﾈ 1:28:37 ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾐ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸﾐ ﾌﾙｿﾞﾉ　ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾅｶﾀﾆ　ｼﾝｽｹ ｲｼﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ﾌｸﾀﾞ　ﾄﾓﾕｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾄｼ

119 MHPS MHPSエンジ高砂　はね 1:28:37 橋本　拓実 橋本　拓実 古園　賢一郎 中谷　真輔 石田　貴大 福田　智幸 竹田　英敏

120 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ　ﾁｭｳｺｶﾞｾﾂｶｲ 1:28:56 ﾏｴﾊﾀ　ﾄﾓﾋﾛ ｻｲﾄｳ　ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ　ｴｲｲﾁ ｶﾜﾑﾗ　ｺｳﾀ ﾇﾏﾀ　ｼｮｳﾍｲ ｺﾏﾂ　ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾊﾔｼ　ﾕｳｷ

120 MHPS MHPS 中小ガ設開 1:28:56 前畑　知宏 齊藤　勇気 小林　栄一 川村　康太 沼田　祥平 小松　謙治朗 林　勇貴

121 カネカ サンコウグループ　（ビーチーム） 1:29:00 ﾎﾘﾓﾄ ﾀｹｵ ｼﾏﾀﾆ ﾀﾂﾔ ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ ﾊｾｻｶ ﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾄｵﾔﾏ ｱｽﾞｻ ｲｼｲ ﾋﾃﾞｷ

121 カネカ 三晃グループ（Ｂチーム） 1:29:00 堀本 武男 嶋谷　達也 堀田　貴裕 長谷阪　遼 山田 優希 遠山 梓 石井 秀樹

122 MHPS ﾎｼｭｳｶ　ｱｰﾙﾋﾞｰﾆﾊﾝ 1:29:00 ｷﾀ　ｼﾝﾔ ﾔﾊﾀ　ﾘｮｳﾍｲ ﾅｶﾀﾆ　ﾕｳﾏ ｱｻｸﾗ　ﾀﾞｲｺﾞ ｲﾉｳｴ　ﾀﾞｲｽｹ ﾆｼｵ　ｼｮｳﾍｲ ｶﾓ　ﾀｶｼ

122 MHPS 補修課　RB2班 1:29:00 喜多　晋也 八幡　涼平 中谷　悠真 浅倉　大吾 井上　大輔 西尾　翔平 加茂　崇

123 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ ｼｰｴｽ　ｹﾝｷｮ 1:29:27 ｶｺﾞﾀﾆ　ｷﾐﾔ ｼﾊﾞﾀ　ﾏｻﾌﾐ ﾊﾔｼ　ﾕｳ ﾀｹﾑﾗ　ｻﾔｶ ｲﾄｳ　ﾀﾂﾔ ﾎｿｶﾜ　ﾔｽﾕｷ ﾐｷ　ﾋﾛｷ

123 MHPS MHPS-CS☆謙虚！ 1:29:27 籠谷　仁哉 柴田　雅史 林　由侑 竹村　沙也加 伊藤　達哉 細川　保志 三木　博喜

124 MHPS ｶﾞｿｳｾﾂ　ｴｰ 1:29:32 ﾏﾁｲ　ｺｳﾀﾛｳ ﾎｿﾔ　ｺｳﾀ ｱﾍﾞ　ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ ｶﾄﾞﾜｷ　ﾄﾓﾋｺ ﾑﾈﾏｻ　ｲﾀﾙ ﾏﾁｲ　ｺｳﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ　ｺｳｾｲ

124 MHPS ガ装設　A 1:29:32 待井　耕太郎 細谷　康太 阿部　潤二郎 門脇　智彦 宗政　格 待井　耕太郎 岡田　光世

125 一般 クロサキハリマA 1:29:52 ニシコウイチ モリタシンサク ハヤカワタカヒコ フクシマリク マツダタケル テラダケンスケ ありせしょうご

125 一般 黒崎播磨A 1:29:52 西　浩一 森田　晋作 早川　隆彦 福嶋　利功 松田　武尊 寺田　健祐 有瀬　省吾



126 MHPS ｸﾐﾀﾃｶｼﾞﾑｼｮ　B 1:29:57 ｲﾄｳ　ﾏｻｷ ﾓﾘﾀ　ﾘｮｳｽｹ ﾋﾀﾞｶ　ﾏｻﾋﾛ ﾕｷ　ﾀｶｵ ｶｼﾞｶﾜ　ｼﾝﾔ ﾃﾗﾀﾞ　ﾔｽﾀｶ ｶｷｳﾁ　ｴｲｼﾞ

126 MHPS 組立課事務所　B 1:29:57 伊藤　真樹 森田　龍介 日高　正博 幸　隆男 鍛治川　晋也 寺田　泰隆 垣内　栄ニ

127 MHPS ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽｴﾝｼﾞ　ｴﾑｴｲﾁﾋﾟｰｴｽﾃｨｰｴｽﾀｶｻｺﾞﾁｰﾑ 1:30:00 ﾏﾂﾑﾗ　ｺｳﾍｲ ﾛﾝ　ｱﾙｼﾞｪﾛ　ﾍﾛﾆﾓ ｶｰﾄ　ﾏｲｹﾙ　ｻﾝﾁｪｽﾞ ﾊｻﾞｴﾙ　ﾍﾟﾗﾖ ｻﾞｲﾓﾝﾄﾞ　ﾒﾉﾙｶ ﾛﾀﾞﾝﾃ　ｲﾗｵ ｱｳｨ　ｵﾙﾍﾞ

127 MHPS MHPSエンジ-MHPS-TS高砂チーム 1:30:00 松村　厚平 RON ARGERO GERONIMO KURT MICHAEL SANCHEZ HAZAEL PELAYO ZYMOND MENORCA RODANTE ILAO AOUIE ORBE

128 MHPS ﾎｼｭｳｶ　ﾁｰﾑ　ｲﾉｳｴｻﾝ 1:30:00 ｳｴﾄ　ｱｷﾐﾂ ｳｴﾄ　ｱｷﾐﾂ ﾅｶﾂｶ　ﾀｹﾊﾙ ｻｸﾗｲ　ﾀﾂﾉﾘ ｺﾔﾏ　ｼﾝｲﾁ ﾊｯﾄﾘ　ﾉﾘｵ ｲﾉｳｴ　ﾖﾘｱｷ

128 MHPS 補修課　チーム　井上さん 1:30:00 植戸　明光 植戸　明光 中塚　丈晴 櫻井　辰憲 小山　信一 服部　憲雄 井上　順昭

129 MHPS ﾎｼｭｳｶ　ﾁｰﾑ　ﾅｶﾊﾗｻﾝ 1:30:00 ｳｴﾄ　ｱｷﾐﾂ ｵｵｶﾜ　ｼｮｳｲﾁ ﾋｶﾞｻ　ｱｷﾄ ｵｷﾞﾉ　ﾀｶﾕｷ ｲﾜﾓﾄ　ﾀﾀﾞｼ ﾅｶﾞﾊﾏ　ｼﾝｽｹ ﾅｶﾊﾗ　ｼﾝｺﾞ

129 MHPS 補修課　チーム　中原さん 1:30:00 植戸　明光 大河　祥一 日笠　昭人 荻野　貴之 岩本　匡司 長濱　信介 中原　伸悟

130 MHPS ﾓｺﾘ　ｹﾝﾀｯｷｰｺﾞｳ 1:30:00 ﾀｶﾉ　ﾋﾛｷ ﾓﾘｼﾀ　ｺｳｼﾛｳ ｷﾑﾗ　ﾀｲﾘｸ ﾆｼﾀﾞ　ﾀｸﾔ ﾐﾔﾓﾄ　ｶｽﾞﾉﾘ ｱﾀﾞﾁ　ﾀﾂﾏｻ ﾀｶﾉ　ﾋﾛｷ

130 MHPS モコリ　ケンタッキー号 1:30:00 髙野　宏輝 森下　貢士郎 木村　大陸 西田　拓也 宮元　和典 足立　達優 髙野　宏輝
131 MHPS ｱﾀﾞﾁｶﾞﾝﾈﾝ 1:30:00 ｱﾀﾞﾁ　ｼｹﾞﾕｷ ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾀﾞｲｷ ﾐﾔﾓﾄ　ﾘｭｳﾀ ｸﾛﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ｻﾄｳ　ｼﾞｮｳﾀ ﾅｶﾞﾗ　ﾂﾈｷ ﾎﾘｵｶ　ﾕｳｷ

131 MHPS 足立元年 1:30:00 足立　垂之 立花　大樹 宮本　隆汰 黒田　貴裕 佐藤　丈太 永良　恒樹 堀岡　祐希
132 MHPS ﾏﾂﾓﾄｶﾝｼｬｻｲ 1:30:00 ｱﾀﾞﾁ　ｼｹﾞﾕｷ ﾀﾅｶ　ﾋﾛｱｷ ﾓﾘ　ﾀｸﾄ ﾀﾓﾘ　ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾓﾄ　ﾘｮｳ ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾀｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｹﾝｼﾞ

132 MHPS 松本感謝祭 1:30:00 足立　垂之 田中　裕晃 森　拓斗 田森　崇紘 髙本　諒 谷口　太一 山口　健司
133 神戸製鋼所 ﾌﾞﾋﾝｶｺｳｼﾂ　ｺﾞｳﾄﾞｳﾁｰﾑ 1:30:00 ﾁｮｳ ﾋｮﾝｼﾞｪ ﾂﾘﾀ　ﾀｲｷ ﾏｽﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾋﾃﾞｷ ﾌｸｲ　ﾘｮｳｽｹ ﾐﾑﾗ　ﾕｳｼﾞ ﾀﾆ　ｷｮｳｽｹ

133 神戸製鋼所 部品加工室　合同チーム 1:30:00 趙　鉉済 釣田　大喜 増田　和浩 藤村　英樹 福井　亮介 三村　悠司 谷　恭介

134 神戸製鋼所 ｴﾌｼｰ　ﾃｸﾉ　ﾋﾞｰ 1:30:00 ｱﾗﾀｼ ﾏｻｼ ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ｳﾔ　ｶｽﾞｷ ｶﾜｲ　ｻﾄｼ ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ ｱﾗﾀｼ ﾏｻｼ ｶﾜｶﾐ　ﾜﾀﾙ

134 神戸製鋼所 FC　Techno B 1:30:00 新　優志 景山　英哲 宇家　和希 河合　哲志 西村　一宏 新　優志 川上　渉

135 高砂市役所 ﾀｶｻｺﾞｼﾔｸｼｮｱｰﾙｼｰ　ﾁｰﾑﾋﾞｰ 1:31:00 ｳｴﾂｷ　ｹﾝﾀ ｶﾂﾍﾞ　ﾋﾃﾞｵ ﾏｽﾀ　ｻﾄｺ ｳｴﾉ　ﾀｶｵ ﾏｽﾀ　ﾋﾛﾕｷ ｱｹｻﾀﾞ　ﾐｷ ﾅｶﾀﾆ　ｻﾄｼ

135 高砂市役所 高砂市役所ＲＣ　チームＢ 1:31:00 植月　健太 勝部　秀雄 増田　さと子 上野　孝雄 増田　浩之 明定　美喜 中谷　悟史

136 浜風会 ナカノプランツ　コレデヨシ！ 1:31:57 ﾔﾊﾗ　ﾋﾛｱｷ ｶﾜｻｷ　ｼﾎ ﾌｶﾂ　ｶﾂﾔ ﾏｴﾀﾞ　ｲｽﾞﾐ ﾓﾛﾊｼ　ｼﾌｸ ｱｳﾝ　ｲｪ　ﾘﾝ ｵｶﾑﾗ　ﾖｼﾏﾙ

136 浜風会 中野プランツ　これでよし！ 1:31:57 八原　博昭 川崎　志保 深津　勝哉 前田　いずみ 師橋　至福 Aung　Ye　Lin 岡村　良丸

137 一般 クロサキハリマB 1:32:13 ミキタケカズ テラダツヨシ カワヒトノリヒコ オオハラマサト モリキヨヨシノリ イマムラユウジ イノウエトヨカズ

137 一般 黒崎播磨 B 1:32:13 三木　武一 寺田　剛 川人　紀彦 大原　真人 森清　義則 今村　裕治 井上　豊和

138 AGC ｼｵﾀﾆｳﾝﾕｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 1:34:24 ｵｵﾀｹ　ﾕｳｼﾞ ｲﾉｳｴ　ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾀｹｼ ﾏｻｷ　ﾀｶｵ ｲﾜﾓﾄ　ﾊｼﾞﾒ ｳｴﾊﾗ　ｼﾝﾍﾟｲ ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾝﾀﾛｳ

138 AGC 塩谷運輸建設株式会社 1:34:24 大竹　優治 井上　雄太 藤原　健 正木　隆雄 岩本　一 上原　慎平 山本　慎太郎

139 MHPS ｶﾞｾﾂG　ﾎﾝﾀｲｾｯｹｲﾁｰﾑ 1:35:02 ﾔｽﾀﾞ　ｼﾎﾐ ｶｼﾊﾗ　ｲｯﾍﾟｲ ｲﾉﾊﾗ　ﾀﾞｲﾁ ｿｺﾞｳ　ｹｲｲﾁ ｲｴｳｼﾞ　ﾄﾓｶｽﾞ ﾔｽﾀﾞ　ｼﾎﾐ ﾔﾏﾀﾞ　ﾀﾂﾔ

139 MHPS ガ設G　本体設計チーム 1:35:02 安田　志帆海 柏原　一平 猪原　大地 十川　圭市 家氏　友和 安田　志帆海 山田　達也
140 浜風会 カゴタニ　エーチーム 1:40:00 ﾁｸﾞｻ　ﾏｻｷ ｻｶｲ ﾖｳｽｹ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｶｻｶﾞｷ ｻﾄｼ ｱﾘｶﾜ ｴｲﾀ ﾀｹｷﾀﾞ ﾏｻﾄ ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

140 浜風会 ＫＡＧＯＴＡＮＩ　Ａチーム 1:40:00 千草　正樹 酒井　遥介 柳川　大輝 笠垣　聡史 有川　英大 武木田　真人 石川　大貴


