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1 「ぶらばん。」 姫路市 41 ⾦剛プランナーズ 姫路市 81 282 姫路市
2 チームひょうしんアラフォーA たつの市 42 シティプランナーズ２００５＋ 姫路市 82 ワクワク走友会 姫路市
3 広畑走友会Ａ 姫路市 43 チームひよこ 姫路市 83 ワク走友会 姫路市
4 姫路クラブ 姫路市 44 チーム美保子会 姫路市 84 北条ジョギング会サテライト  姫路市
5 酒猿組︕気合いチーム︕︕ 姫路市 45 ミルミル 神崎郡福崎町 85 おかっぴき 姫路市
6 チーム樹の会A 姫路市 46 エシェロンゴールド 姫路市 86 ⾐笠会・臙脂（えんじ）組 姫路市
7 ひょうしんアラサー 姫路市 47 エンドGIA 姫路市 87 チーム マエハラ 姫路市
8 ひょうしんアラフォーB 姫路市 48 ⿊⽥会 姫路市 88 TARGET23 姫路市
9 TOA姫路 姫路市 49 see愛 姫路市 89 コラぼる会A 姫路市
10 TOA大阪 姫路市 50 ⻘⼭たつや 姫路市 90 コラぼる会B 姫路市
11 姫路城駅伝大会を走らんかいっ︕ 加古川市 51 グルランソニックおやじぃず 揖保郡太子町 91 ぴゅあはーと 姫路市
12 酔走楽団 姫路市 52 samurai blue 姫路市 92 姫路市役所ＲＣ 姫路市
13 ブドウＲＣ Ｂチーム 姫路市 53 チームfoot 姫路市 93 エス・ティー・エス 姫路市
14 ⾐笠会・⽩組 姫路市 54 ブドウＲＣ Aチーム 姫路市 94 中谷病院Cチーム 明石市
15 但馬走らあ会 豊岡市 55 中地代表Ａチ-ム 姫路市 95 チームプロ酒場 姫路市
16 かめはめ波 姫路市 56 orbit. 姫路市 96 監督は愼ちゃんってことで 姫路市
17 ＮＵＲＵＴＴＯ 揖保郡太子町 57 orbit2 姫路市 97 連Pノースウエスト 姫路市
18 神崎RC 神崎郡市川町 58 姫路在宅サービスRC1 姫路市 98 ⾼⽥⻘年団 姫路市
19 チーム新⽴・⾼砂E 姫路市 59 ライトニングマックイン 姫路市 99 ⾼⽥⻘年団 姫路市
20 もう中⾼年 姫路市 60 CW-H 姫路市 100 兵庫臨床C 姫路市
21 ⻘⼭⼩学校 おやじ塾 姫路市 61 姫路在宅サービスRC2 姫路市 101 中谷病院Ａチーム 明石市
22 えきでん︕ 姫路市 62 チームナイスガイ 姫路市 102 船場⼩PTA本部 姫路市
23 ビーズガーデン カラダ部A 姫路市 63 ASAHI.LSD 47-48 姫路市 103 パイオニア精工グランブルーA 姫路市
24 ビーズガーデン カラダ部B 姫路市 64 姫路ランナーズ 姫路市 104 TDC(てらだ⻭科クリニック) 姫路市
25 チーム姫路市⻭科医師会 姫路市 65 チーム愛和 姫路市 105 SNR 姫路市
26 TEAM MIRACLE 姫路市 66 北条ジョギングTOPチーム 姫路市 106 中播住宅設備㈱⼀軍 姫路市
27 チーム樹の会B 姫路市 67 渡邊 姫路市 107 パイオニア精工 姫路市
28 福伸電機走友会A 神崎郡福崎町 68 あわじやんき 姫路市 108 パイオニア精工グランブルーB 姫路市
29 ちぃむままぁず 姫路市 69 藤沢商店陸上部 神崎郡福崎町 109 中播住宅設備(株)⼆軍 姫路市
30 酒猿組︕根性チーム︕︕ 姫路市 70 健ちゃん 神崎郡福崎町 110 チーム心水
31 広畑走友会Ｂ 姫路市 71 ⾚⿅地所 姫路市 111 KRD8
32 福伸電機走友会B 加⻄市 72 Bleu 姫路市
33 播磨ダウン症親の会 姫路市 73 永⼭RC 姫路市
34 広畑走友会Ｃ 姫路市 74 スポーツクラブ２１あがほ 姫路市
35 チーム新⽴・⾼砂Ｇ 加古川市 75 スターライオンズクラブAチーム 姫路市
36 ライトニングマックインＺ 姫路市 76 スターライオンズクラブBチーム 姫路市
37 チーム  プロ酒場 姫路市 77 兵庫臨床A 姫路市
38 NGT Runners 姫路市 78 兵庫臨床B 姫路市
39 本家・駅周辺プランナーズ 姫路市 79 ビーファイター甲 姫路市
40 ゴール後に飲み会︕ 姫路市 80 中谷病院Bチーム 明石市
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