
スタート 時刻 偃ﾙm｢��5"���5��出場チーム名 劔着 順 �5�488��剩�l 

9:40 9:50 册i�粟i+yGB��傅ﾈｧy�h,ﾉYH�｢�疫ﾉ�鋳�第1レース ���真浦子ども会 劔2 �2s��#�r�凵ｦ各レースの1着が 決勝進出 ※その他のチームは 敗者復活戦へ出場 

3 4 册i�育�,x.�橈��剴2�3'29 �"60 

第2レース ���坊勢子ども会B 劔2 �2s�闌B���,C｢粐罔倬cｨ����羇��#�停�ｨ鍈｣ｩ?�罎�

3 4 ��剪� 

10:00 10:10 10:20 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB���(hｧy�h,ﾉYH�｢�疫ﾉ�鋳�第1レース ���鹿谷中ロッキーズ 劔3 �"s#"�池s���※各レースの1､2着が 準決勝進出 ※その他のチームは 敗者復活戦へ出場 

3 �2�K 挽�32 釘� �+2sB�2��w�R�至.1 

第2レース ��8�9?�����｣�ｨ�8�8��� 撞ﾘ��｣｣｣｣｣｣｣ｩ��｣｣｣｣ｨ��������� �� ��

2 ��ﾒ�也- ���烏ﾈ犬�中3-2) 釘� �"s#r�9.3 

4 友��rty-one1-2艦隊さわちゃんズ 剴2� �"s#b�96 

第3レース �� � �� �� ��

2 3 韮�"�tb�ream 前中学 �#Gv��ﾕｨ6�5�5�62�thODA トポ-ル部 釘�3' �58 

3 �"sC���##r�

- 

10:30 10:40 10:50 ll:00 ll:10 ��ｩ�h�9+yGB�第1レース ���今日の特売品 劔4 �"s#"#"�凵ｦ各レースの1着が 

【オ-プンの部】 (予選) �2 3 �7�985X7ﾘ5�6r�7��6U&�誚W"�剴"�1'57"06 劍��ﾈ飲��偬���h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ�G8�)Yﾈｨ��ﾒﾘ��｢�

3 �"s��#���

第2レース �� �� �� ��

2 3 4 披�eb�k��ewQu 勢小ジヤイ 神.天神 册on ガ-ス ･雪彦 �"�2'21''63 

3 �"s#R#C2�

4 �"sS�#C��

第3レース ���"�なんてったって元アイドル! どつピンク▽ 劔3 �"s#r#s��
2 ��sC�#c2�

4 ��剪� 

第4レース ���バーバリアンズ 劔3 �"s3�&ﾆﾂ�
3 4 儷�ц5i?�7ﾘ985�4�8�7R�剴"�l2'05 �"36 

第5レース ���"�く一号 置塩香城2 劔2 �"s�R##R�
3 �"s3�#3"�

4 ��剪� 

ll:20 ll:30 儷�ц�9+yGB�第1レース ���坊勢青年団 劔2 ��s3�##"�凵ｦ各レースの1着が 

【一般男子の部】 (予選) �2 3 �>ﾉYI&霎e�D���ﾘx橙�ei�飴仂hｺi:��xﾘr�剴B�2'25"70 劍ﾈ飲��偬���h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ�G8�)Yﾈｨ��ﾘ-h��｢�

3 ��sS���##停�

第2レース �� �� � ��Hi:::凍日≡::. ��

2 3 4 儷�ц�87�?�8ﾘ98芥ﾔH橙�484x685h�ｲ�剴"�1'51 �"70 

3 �"s��#���

ll:40 册i�粟i+yGB��傅ﾈｧy�h,ﾉYH�｢�烏8�)Yﾈｨ��ﾒ��第1レース �� 劔 �� 鋳ｲｲ�※1､2着が決勝進出 

2 椿又f沫B� �� �� ��坊 ����子ど �.�橈"�3 �"sSb#���

4 ��剪� 

ll:50 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB���(hｧy�h,ﾉYH�｢�烏8�)Yﾈｨ��ﾒ��第1レース �� 劔 �� �� 
2 3 4 ��ﾘ肩耳彙��ﾘ見(c9?�"��k)��(hｧxﾕｨ6�5�5�6(6x7ｸ�ｸ8ｹYB�剴"�2' �76 

3 �2r��#c��



スタート 時刻 偃ﾙm｢��5"�ﾂ�5��出場チーム名 劔劍屍���タイム 剩�l 

12:00 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB���(hｧy�h,ﾉYH�｢�烏8�)Yﾈｨ��ﾒ��第2レース ���"�SKM thi中二?_ワ_91-2艦隊 剴3"�+8.ﾘ+�.�/�5��剴"�2'13"69 勍X各レースの1書が準決勝進出 
3 �"s#�#モ�

4 ��劔� ��

12:10 12:20 12:30 ��ｩ�h�9+yGB�第1レース ���"�2�パンザマスト 劔剴"� 痴S池s���※各レースの1着が 
【オープンの部】 (敗者復活戦) 劍,��ﾖ"�ﾗB�んてつたって元 神∴...辛.神 刄A �486�����ル! 牽 �3 ��'10"86 傀�ﾈ飲��偬��

禦S 

第2レース �� ���� ���� ��

2 3 4 �6��ｸ6�8ｨ4��覿u�R�'X冓MB�劍985��������"��2 �"s��##R�

棄権 

3 �"s3�#コ�

第3レース ���今日の 劔HIV��剴"� �"s��#cB�

4 �*ﾚ2�ei�淫ﾈ5x8B�剔� イガ-ス 劔 �"s��#�b�3 �"s�R#���

12:40 12:50 儷�ц�9+yGB���ｩLｩ&ｨ��,ﾉYH�｢�烏8�)Yﾈｨ��ﾒ��第1レース �� ��劔�� ��※各レースの1着が 決勝進出 
2 3 4 �484x685h�ｲ�>ﾉYI&霎e�D���ﾘx橙�劔�3 �"s�2#コ�

2 �"s��##��

第2レース ���姫路市ペーロン愛好会 劔剴"� ��sC�#���
3 4 ��劔� ��

13:00 13:10 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB���(hｧy�h,ﾉYH�｢�引�ﾈ飲��第1レース �� ���� ���� ��※各レースの十2着が 決勝進出 
::.::■i:::: �� 謄｣｢罎罐｣ｨ�"� �� ��;■■.:.才.■三.■■+>:■ 

3 4 �*�*ｸ+�.�/���$ｩ(b�檀,ﾘ.�+�.�/�+��8ﾘ6(4ﾈ�ｸ5��劔4 �"s�r#���

3 �"s�R#�2�

第2レース �� �� �� �� �� ��

塗 ��書:萱と≡ �� �� 

3 4 �6��ｸ8��餔b�G&V�ﾓ#Er�凾ﾌ栄北 ithODA 劔3 �"s�R#モ�

4 �"s�"#cb�

13:20 13:30 ��ｩ�h�9+yGB���4��ｸ7h98,ﾉYH�｢�引�ﾈ飲��第1レース �� �� �� �� �� ��※各レースの1.2着が 決勝進出 
2 儷��路シ二マン 刄Y �4��ラ �7R�4 ��2'19"36 

4 �5ﾈ8ｸ6��ｸ92ﾘ62�劔�3 ��1'45"90 

第2レース �� �� �� ���� ��

2 �-ﾒ�?.......ち 二二二二::i::;≡::;や:こ:;:::≡=㌻きき≡㌻㌻ �.%�/�� 覆�0 ���3 ��1'52''31 

4 傚�ei��(i�X醜6��ｸ8��劔�4 �"s�b#�B�

13:40 册i�粟i+yGB� ���"�青蛇香城1 劔剪�一一一 � 
【小学生の部】 (決勝) 剴ﾒ�eb�皿 勢子ども会A 劔�3 ��3'12"66 ��

4 �����阨倡�,x.��劔A E �2 �"sS2#�2�

13:50 册i���ﾉ{D��9UﾉGB� ���"�力ビるんるんズ 劔剪�1'55"55 1'57"90 � 
FIコ写 【中学生の部】 (決勝) 劍+ｸ.ｨ*(*��4�7�7�987ﾘ97f��"�劔�4 剪�

I-竿=. 4 �� �� �� � �� 

秦 �8y(hｧxﾕ｣"�剩N1組 剴2� ��sSb#C��

14:00 ��ｩ�h�9+yGB� ���"�ETEAM呑兵衛 劔剴"�1'36"ll � 
【オープンの部】 (決勝) 剳7��6U&�誚W"�劔�4 ��1'49"28 ��

4 �,x,(78984��B�劔�3 ��sCr#S��

14:10 儷�ц�9+yGB� ���"�船曳船団 劔剪�▼▼一 � 

【一般男子の部】 (決勝) 劔ei�飴仂hｺi:��xﾘr�劔�4 ��1'43"04 ��

4 册b�勢青年団 劔�3 鳴s3�#sR�

14:20 册i�飴仂hｺi:���xﾘy+yGB��俟��靱(,ﾉYH�｢� �� ���� �� �� ��日-X.コース決定は出場チーム により抽選を行います 
2 3 �����蜥��ﾂ�+r�ノ 井 刮ﾃ遠 港 劔2 ��1'35"53 

3 ��sC�#C��

※スタート時刻が早くなる場合がありますので､予定時刻の30分前には選手待機所へ必ず集合してください｡


