
スタート 時刻 偃ﾙm｢��5"���5��出場チーム名 凵ﾟlタイムl備考 

9:40 9:49 �7浮�第1レース �� 剋柾B..i 
ヽ 

【小学生の部】 �2 �� �32s��#C�ﾈ飲��偬��置塩香城1 

(予選) �3 4 册i�育�,x.�橦YD���#2s�2#釘�rrx�h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ�32s#�#c烏8�)Yﾈｨ��ﾘ-h��｢�

第2レース ���真浦子ども会 
2 亶ｸ��,x.�橙��#2s#"#c��/停臧初w�"��耳耳爾�

4 ��

9:58 10:07 10:16 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB�第1レ-ス ���ンジヤメナ33F5S �43ー31"55※各レースの1着.2着が ltt 

A 口 � �� 致挽穩ﾃｲ2�

(予選) 剋ｨ 4 ��I...岩島.:.:.::∫...‥=こ..★ 冰定�8ｬ9&飫Hｴb�3"sSRrs���h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ���ｸﾙﾉ�yKH�G8�)Yﾈｨ��ﾘ-h��｢�

アベバイキーン! 

第2レース 討��"�#.: 豫2�8��ﾘｴ�,Y�價や粐�5Iu偖ﾂ�
2 �.(.ｨ,�,X*ｸ.倡�.h.韈�,ﾈ�*ﾘ/�8ﾘ�ｸ8ｸ5��鼎(�ｳCR#コ�

藩 �2�､R�≡.盤燃.:.●焼...満.::長吉.●●舶‥結晶 ���;｣b胄�#b粐粐�3"s3�#���

4 �.�+Yei��(hｧxﾕｨ,ﾃ"ﾓ(*｢�7��ｸ8ﾘ98,偬�+ﾘ.r�.�+X-ふ"ﾓ"��

第3レース �� 

･1.. ���h�ﾉ��ｩ5ｲ)(#停ﾂ�･'●滞',:榊 

2 傲�揄|ﾘﾘb��3"sS2#�2�

.a. 4 儘ｹ�ﾉ�ﾉLｹ�2粨甯���9[ﾉ�9�r�陶X�罠�iIYw�)��耳耳爾�

10:25 10:34 10:43 10:52 ll:01 ll:10 ll:19 ll:28 儷�ц�8ﾋ雜�檍ｶ9+yGB�第1レース ���TEAMせりすた☆ �22'21"55※各レースの1着が 

【一般女子の部】 �2 册i�淫ﾈｧxﾕ｢�(hｧxﾕｧ�D�o�蹴��3(��S2#S8ﾈ飲��偬��

(予選) 坊勢区長杯 刮G 4 �2�H常雄帯吊打席..昌会膏役-:.';..A �ｩEh耳璽Rﾒs���rrx�h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ�ﾒ顫ﾂ�

第2レース 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース �� ��

12'13胴…..:..敗者復活戦へ出場 22'48"34 

2 �i8xﾕｨｾh��,x.�橙�

3 4 1 册i�育�,x.�橦YD���ｨ耳爾�耳耳爾�C2s��#�(�c�(R�)(X*ｨﾈ飲��偬��

【小学生の部】 勍# 凅��瀬畑署も会 ��(���ｳCUB馥�ｳ｢罎ﾒ��r�

(敗者復活戦) 相生市長杯 �.菅 儺ﾂ�･●軒凍城1 偵#(ﾌ顰h��

4 亶ｸ��,x.�橙��3(�ｳC�##��

･雄… 稗貶�ｲ�Li.耳晶粧出血晶.-.軒..軒衛 偵�粐��sILｹKC�｢蛯隕X8ﾈ�ｸ5�,ﾃ�(R�)(X*｢�

【オープンの部】 �2 �6�6�8ｨ4�985���3"s��#c引�ﾈ飲��偬��

(予選) �=.* 唸ｶ��庫∴舟立泰阜届等単板 停���粤｢vﾂr羌S停)L8�ﾂ�

4 �7��6U&�誚W"�鼎"s�Ｓss(�h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6��ｸ8�,ﾒ�

:..i:. ���瀬畑畑漸日常.+.轟絡ム 偵�xｾ��2��ﾈ�3ｩH�2#8ﾚ烏8�)Yﾈｨ��ﾘ-h��｢�

2 �'X冑ﾘ���"�鼎2s#�#Sb�

3 �7�5�5�6x98-x8｢��3"s3r#唐�

辛 �7��ii骨..:...黒瀬H樟7..:.寅雄 ���8�ﾈﾖ｣#r�#r罎罎v討�
･耳 ��X����爾�ﾝ��ill.#鹿西.種芋●轍耳斬緋組….欄‥譲 凅X�ﾂ��ﾈ,ﾙKHｹ��

12+ ����常雄汁凍常株噺農漣:甘軒'サム ���������������ﾈ自eﾒ隰9&�(幵罎罎��

3 �$TD5$�52��3"s#�#���

4 凛H7��ｸ8ﾘ986��ｸ8����隸ﾈﾊ��

1 �(i&隍8�9���鼎Bs3b#���

2 閥�S#���3"s��##r�

.I.5. 定ﾘ��※斬冊畑昌生者..る 售｣｣&�(蛻ﾚ位ﾉ�鞏r�

4 �2��絹樟甘......W:..:.B.…軒膏.:...S目盛-art.怠 唸9�ﾟｸ��ﾈ�8���2�

1 冖���5i����Tb��32s�2#ビ�

曇, 亊��酎柑…….■藻塩鞭丑憲.闘摘譲 �()6��fIw�2��

3 俤��琶湖ドラゴンボTトクラブ ������������X�����R譎H顯｣3���

4 ���ｨ耳爾�



スタート 時刻 偃ﾙm｢��5"���5��出場チーム名 �(R�5�488�OXﾖﾂ���

ll:37 册i�粟i+yGB�.ゝヽ■// 準軍学 ..JL■. .Ttrtノーヽヽ■l■ �� �6｣ｨ�Δ隲謄｣ｨ�や�…妻………※コース決定は決勝進出チ-ム 

【小学生の部】 (決勝) �2 �'X冀靼�����22'24"88により抽選を行います 

3 册i�育�,x.�橦iD���42'52''40 

4 ��阨倡�,x.�橙�32'29"45 

ll:46 ll:55 12:04 儷�ц�9+yGB�第1レース ���夢前中学校男子バスケットボール部 �3"s3rrsス�hｦX8ﾈ�ｸ5�,ﾃ�(R�)(X*｢�

【一般男子の部】 (予選) � ��･::1::■.:..I::M::.■■:5.-､ .■●■.I.■-. ��r����(�����籠鐙�ｸ�ｲ謦闔ｨ璽ｨ磁H�而'H�TeH�TeH�磁H�cｨ�X�璽��璽ｩ^8�#､箔｢�rrx�h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6�ﾘ8�,ﾒ�G8�)Yﾈｨ��ﾘ-h��｢�3�sS�#3B�耳耳爾�

4 ��

第2レース �� 

黒石ト浩=;I汁昌;:自;=‡ 

2 儷�ц�87��ｸ8ﾘ98芥ﾔH橙�
･二ゝ:;::‥‥;; 

4 ��

第3レース ��､ 
2 刔8��ﾈ"�31'58''51 

一一一 

4 ��

12:20 册i�粟i+yGB淫ﾈｧy�h,ﾉYB儷ﾈ�(��

12:36 12:45 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB�第1レース ���アべバイキ-ン! �#"s#r#���hｦX8ﾈ�ｸ5�,ﾃ�(X*ｨ��ﾈ飲��偬��

【中学生の部】 (敗者復活戦) � 調ﾒ� 

3 4 傲��|ﾘﾘb�32'28"15 一一一 

第2レース ��-.,.r､.-....-:::I.耳 

2 3 4 �� ンジヤメナ33F5S �"胄"粐"�"胄罎ﾂ篦罎篦��篦��9b�耳耳爾�

12:54 儷�ц�8ｶ8檍ｶ9+yGB� �� 侈h�hｦX8ﾈ�ｸ5�,ﾃ�(R�)(X*｢�

【一般女子の部】 � ��B�決勝進出 

(敗者復活戦) �3 册i�淫ﾈｧxﾕ｢�(hｧxﾕｧ�D�o�蹴�32'26''10 

4 ��一一一 ……ii.X.各レ-スの1着.2着が 

13:03 ��ｩ�h�9+yGB��� 

13:12 13:21 ���4��ｸ7h98,ﾉYH�｢�烏8�)Yﾈｨ��ﾒ��第1レース �"�置塩香城2 嵩伸冨宮葺常雄榔塁 �32s#"#sH��ﾈ飲��偬��

4 劔一一一 

■--一一一一l � ��

第2レース ���3"sS�rs���
3中地海宴隊 

4 劔一一一 

第3レース �"� 冰ﾉ��,�,Hｯﾈﾊ��

4 劔一一一 32'54"59※1着.2着が準決勝進出 

13:30 儷�ц�9+yGC�k)��(hｧxﾕｩ&ｨ��6�5�5�6(6x7ｸ�ｸ8ｹYB�

【一般男子の部】 �� 售ｨ�C｣｢粤ﾙZ｢��B罐ｨ�H�CﾘﾙR粨��粐粐粐粤ｨﾘﾂ� 

■ �� �� --El-iiiiiiii=- 



スタート 時刻 偃ﾙm｢��5"���5��偬��ｨ6��ｸ8�kﾂ�剪� タイム備考 順 

13:39 13:48 册i���ﾉ{H檠�9UﾉGB���(hｧy�h,ﾉYH�｢�引�ﾈ飲��第1レース �� �� ��･.:.:f:....L;...::II;:.一事::さ 
'一望醸:I:':I:■ �� 

::::..ill,,,:::: ��8�X�8�8�hｦX8ﾈ�ｸ5�,ﾃ��)(X*｢�ﾈ飲��偬��C(�ｳCb#釘�

3 刄宴� �684�7�985I?��

4 凾竄黷ﾎできる子よゐ子の鹿くんロールズ 剴3"s��#�"�3"s�R#���

第2レース ���亂��9E(鵰vV6�襷�H���
2 剩ﾋ石田軍クロワッサン隊 剴C"s#�#3��ﾘ���6ﾂx爾��簽B謦苴ｦ箔ｨ�$�｣�ｸｽ�ｩ]�鐙馼*鐙��､定��ｩ��^4鐙ﾟ"�

ペ:.::;:iiH;::::也::::::リ ��:空::=;‥棚.:;:!=;軒;::良=:‥≡:;f;:::溝==‥=:==暮::::::==:推==:‥:斗===:‥=鮒;;滋辞せ:黒.:i: 

13:57 14:06 14:15 14:24 14:33 14:42 14:51 15:00 15:09 15:18 15:27 ��ｩ�h�9+yGB���4��ｸ7h98,ﾉYH�｢�第1レース ���� ��H※各レースの1着が 42'15"57決勝進出 

2 刮ﾆ島示 ����中学校職員連合チーム 

(準決勝) 姫路市長杯 �3 剩哿i湖ドラゴンボートクラブ 剪�#�sC�#C��

4 僵Ozu29 剴3"s��#�r�3"s��#Sr�C"s��#S��

第2レース ���兌ｨﾌ侈yzx彿8xﾘ)9乂xﾕ｢�
3 剿V勢小チーム58(ごんぱち) 

4 刄oバリアンズ 剴#"s��#s��3�sS2#モ�

第3レース �� �� ��

2 剞ｼ島に生きる 

3 儡paceRanger 剴#��ｳS�##R�

4 剿ｾ神.天神.雪彦 劍�隸ﾈﾊ��#(�ｳ��#3��3"s��#�"�

第4レース 第1レース 第2レース =&■. '漁モ■ ���册i���中職員チーム 
3 � REDCROSS 

4 刄~スタートンべリ 剴C"s3�#sr�

H※各レースの1.2着が 

【一般男子の部】 �2 劍j.-.l◆…壷 刹刹ﾆ協同組合 �3�sCb#滴ﾈ飲��偬��

(準決勝) 坊勢酔龍会代表杯 � �� �� ��

4 剳ﾇ龍組42'03''06 

dA"Ab.JYAb.dAb.I+L.LAL.LAb.dAL.JAL.--: 

2 刳ﾑ‥‥.ナンパスタ 劍�ｸ���ﾈ�ｸ���8�ｸ������C"s�R#���

- ��

4 剴�白n区PTA連合会32'06"59 

1 刮ﾆ島中学校2年l組42'00''07※-ス決定は決勝進出トム 

【中学生の部】 (決勝) 姫路市議会議長杯 �2 凾烽ｵ坊勢中学校の2-2が ペーロンに出たら(もしぺ-2-2) 剴3�sSB#C�,�.h.�(ｩ��/�ﾗ8*(-ﾈ+r�

3 剌�＄ｼ中学校?年?組 剴#�sS"#�2�

1 刮ﾆ島校区子ども会42'14"25.Xコース決定は決勝進出トム 

【一般女子の部】 � �� �� �,�.h.�(ｩ��/�ﾗ8*(-ﾈ+r�

(決勝) �3 儺EAMせりすた☆ 剪粤#"s�B#3r�

4 剿V勢子ども会役員32'10"10 

相生市長杯 �� �� �� 傲ﾘ�h5(�ｸ5以�.�,ﾘﾈ飲��偬�6��ｸ8��

【オープンの部】 ��2 �.I.lJ パンザマスト 剴3�sSR#嶋,�.h.�(ｨｿh/�ﾗ8*(-ﾈ+r�

(決勝) �3 剏ｳ飾磨西中学校3年4組(仮) 剴C"s�b#�2�

4 儺EAM呑兵衛21'38"90 

姫路市長杯 停隴ｸ������(�(�(�(�"���1 刳C苔養殖21'33"41※コース決定は決勝進出トム 

【一般男子の部】 � �� �� �,�.h.�(ｩ��/�ﾗ8*(-ﾈ+r�

(決勝) ��3 剿V勢青年由31,35"59 ●■■■■●■■ 

4 剳P路市ペーロン愛好会41'52"74 

坊勢漁業協同 ��1 剴ﾞ座港21'35"24※コース決定は出場チーム 

組合長杯 �2 剪ｷ井港 剴3�s3Ｓs��,�.h.�(ｩ��/�ﾗ8*(-ﾈ+r�
1,～-_■_ 【港対抗の部】慧ぎ � � �� ��

※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｡


