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1 敏夫ですけど…なにか︖ 姫路市 47 兵庫臨床A 姫路市 93 ＢｔｏＣ姫路 姫路市
2 姫路市まちづくり振興機構 姫路市 48 兵庫臨床B 姫路市 94 村岡ロス 姫路市
3 播磨ダウン症親の会 姫路市 49 兵庫臨床C 姫路市 95 ゆかいな仲間!! 姫路市
4 ⻘⼭⼩おやじ塾 姫路市 50 チャレンジャーズ 姫路市 96 姫路スターライオンズクラブＡ 姫路市
5 チーム樹の会 姫路市 51 クワシン 高砂市 97 姫路スターライオンズクラブＢ 姫路市
6 福伸電機走友会Ａ 神崎郡福崎町 52 とりあえず走ろう会 姫路市 98 チーム愛和 姫路市
7 福伸電機走友会Ｂ 神崎郡福崎町 53 藤沢商店陸上部Ｂチーム 神崎郡福崎町 99 ダイセルHRC 姫路市
8 姫路クラブ 姫路市 54 イワサキマサヤカップ 姫路市 100 多田くんが走るなら 姫路市
9 姫路城駅伝⼤会を走らんかいっ︕ＧＩＲＬＳ 加古川市 55 チームHIROHISA 姫路市 101 姫路⻄部 姫路市
10 姫路城駅伝⼤会を走らんかいっ︕うさぎさん 加古川市 56 チームSAWAKO 姫路市 102 チームＫＩＲＩＮ姫路A 神⼾市垂⽔区
11 姫路城駅伝⼤会を走らんかいっ︕かめさん 加古川市 57 チームMASAHIRO 姫路市 103 松尾會 姫路市
12 スポーツクラブ21あがほ 姫路市 58 えきでん︕ 姫路市 104 播信走RUN会 姫路市
13 兵庫信⾦おっさんズ 姫路市 59 チーム タイガーラン 姫路市 105 飾磨タートルズ 姫路市
14 兵庫信⾦中堅チーム 姫路市 60 駅周辺プランナーズ残党 姫路市 106 ⽼⼈保健施設ゆめさきリハビリwithＫ 姫路市
15 兵庫信⾦若⼈チーム 姫路市 61 ⼤津中PTA with M 姫路市 107 チーム中⾕若⼿  加古川市
16 アセンブルガーデン カラダ部B 姫路市 62 ウサギと⻲と時々鶴 姫路市 108 チーム中⾕ 混合 加古川市
17 アセンブルガーデン カラダ部A 姫路市 63 NGT Runners 姫路市 109 兵庫分析センター 姫路市
18 広畑走友会Ａ 姫路市 64 チームほっさ 赤 姫路市 110 南⼤津有志会 姫路市
19 広畑走友会Ｂ 姫路市 65 チームほっさ 緑 姫路市 111 ⼤津茂フレンド 姫路市
20 広畑走友会Ｃ 姫路市 66 ＴＥＡＭ ＣＵＢＥ 姫路市 112 新宮運送GRC 姫路市
21 ⾦満陸上部1 姫路市 67 ナンチャッテハリキ 加古川市 113 PL姫路ファンランクラブA 姫路市
22 ⾦満陸上部２ 揖保郡太子町 68 ちぃむ ままあず 姫路市 114 PL姫路ファンランクラブB 姫路市
23 藤沢商店陸上部Ａチーム 神崎郡福崎町 69 あいしたくんB。 姫路市 115 ロックマウンテン 姫路市
24 渡辺道場 神⼾市垂⽔区 70 あいしたくんC。 姫路市 116 姫路在宅サービスＡ 姫路市
25 ブドウＲＣ Ａチーム 姫路市 71 ネバーランド 姫路市 117 姫路在宅サービスＢ 姫路市
26 ブドウＲＣ Ｂチーム 姫路市 72 ストームランナーズ 姫路市 118 高砂白寿苑 姫路市
27 ブドウＲＣ Ｃチーム 姫路市 73 チーム中⾕ 男子 加古川市 119 光栄A 姫路市
28 かめはめ波 姫路市 74 渡邊 姫路市 120 光栄B 姫路市
29 チーム ウエストリバー 明石市 75 淡路屋 姫路市 121 RUN WITH 相生市
30 ズドウRC - 415 姫路市 76 キッコーマン 姫路市 122 チームＫＩＲＩＮ姫路Ｂ 神⼾市垂⽔区
31 グリーンバード姫路 姫路市 77 姫路市役所RC 姫路市 123 姫路市医師会A 姫路市
32 チームサンキュー39 姫路市 78 但陽飾磨 加古川市 124 ハンスタ 姫路市
33 藤沢商店陸上部 劇団田尻ツギハギチーム 神崎郡福崎町 79 ハバテイク 高砂市 125 CLFシニア 姫路市
34 ユーエス電気 姫路市 80 チーム いくちゃん 加古川市 126 CLFジュニア 三木市
35 チームNAOHIRO 姫路市 81 チーム みやきん 加古川市 127 はりブラ 姫路市
36 あれから36年︕ 〜東高36回生陸上部〜 姫路市 82 ⿊田会 姫路市 128 ノースウエスト 姫路市
37 ⼤津中PTA with A 姫路市 83 ⻘⼭消防団 姫路市 129 神⼾新聞⻄播版 神⼾市中央区
38 但馬走らぁ会 豊岡市 84 但陽ランナーズクラブ 姫路市 130 神⼾新聞姫路版 宍粟市
39 あいしたくんA。 姫路市 85 北条ジョギング会 姫路市 131 ARC RUN CLUB 姫路市
40 ヤスヒラ 姫路市 86 ピオレランナーズ チームA 姫路市 132 ⻘年部素敵なカラダづくり実践委員会Ａ 芦屋市
41 artron⼤阪 姫路市 87 ピオレランナーズ チームB 姫路市 133 ⻘年部素敵なカラダづくり実践委員会Ｂ 芦屋市
42 artron姫路 姫路市 88 ピオレランナーズ チームC 姫路市 134 ⻘年部素敵なカラダづくり実践委員会Ｃ 芦屋市
43 AMURORC 姫路市 89 ピオレランナーズ チームD 姫路市 135 dance in the dark 姫路市
44 KRC 加古川市 90 チームＲＷＰ 姫路市 136 Daybreak 姫路市
45 酒猿組︕気合チーム︕︕ 姫路市 91 チームＷＷＰ 姫路市 137 亮ちゃん 姫路市
46 酒猿組︕絆チーム︕︕ 姫路市 92 チームもとみ 姫路市 138 ⼤ちゃん 姫路市
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