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1 えひめみかん 姫路市 41 広畑走友会Ｂ 姫路市 81 チームＭＡＳＡＴＯ 姫路市
2 福伸電機走友会Ｂ 姫路市 42 広畑走友会Ｃ 姫路市 82 チームＳＡＷＡＫＯ 姫路市
3 チーム新⽴・⾼砂Ａ 姫路市 43 ＴＥＡＭ ＭＩＲＡＣＬＥ 姫路市 83 マーブル 姫路市
4 福伸電機走友会Ａ 神崎郡福崎町 44 船場ＨＮＢ８ 姫路市 84 広畑センチュリー病院Ａ 姫路市
5 チーム新⽴・⾼砂Ｙ 姫路市 45 ブドウＲＣ Ａ ⾼砂市 85 広畑センチュリー病院Ｂ 姫路市
6 カラダ部Ａチーム 姫路市 46 チーム☆たろちゃんペッ︕ 姫路市 86 北条ジョギング会Ｂｅｓｔ 姫路市
7 兵信先⾏逃げ切りチーム たつの市 47 ⿊⽥会 姫路市 87 ⾼⽥兄若中  去年負けた⽅ 姫路市
8 兵信潜在能⼒⾼いよチーム 姫路市 48 おかゆ☆会 揖保郡太子町 88 ⾼⽥兄若中  去年勝った⽅ 姫路市
9 兵信全員安定してるよチーム 姫路市 49 ⻘⼭消防団 姫路市 89 飾磨タートルズ 姫路市
10 ひめじランナーズ 姫路市 50 チームＫＡＺＵＫＩ 姫路市 90 チーム中谷 加古川市
11 かめはめ波 姫路市 51 ⻘⼭ストームランナーズ 姫路市 91 但陽信⽤⾦庫Ｂ 三木市
12 姫路城駅伝⼤会を走らんかいっ︕ 加古川市 52 Ｃｏｌｏｒ Ｂｅａｎｓ 姫路市 92 酒猿組︕根性チーム︕︕ 姫路市
13 広畑走友会Ａ 姫路市 53 ⼤津中ＰＴＡ ｗｉｔｈ Ｋ 姫路市 93 ユース 姫路市
14 ブドウＲＣ Ｂ ⾼砂市 54 ネバーランド 姫路市 94 タスキをつないじゃエイト︕︕ 姫路市
15 ｔｅａｍ ＯＳＧ ＲＨ 揖保郡太子町 55 Ｈｉ－Ｐａｄらんなーず 姫路市 95 男はだまって背中で語れ︕︕ 姫路市
16 酒猿組︕気合いチーム︕︕ 姫路市 56 但陽信⽤⾦庫Ａ 三木市 96 船場 Ｃｏｐａｉｎ Ⅰ 姫路市
17 酒猿組︕絆チーム︕︕︕ 姫路市 57 Ｓｉｇｎｉａ ｐｕｒｐｌｅ６０ 姫路市 97 チームほっさ 姫路市
18 ＴＯＡ姫路 姫路市 58 Ｅｓｃｈｒｏｎ ｇｏｌｄ６０ 姫路市 98 中播住宅設備株式会社 Ｓチーム 姫路市
19 ＴＯＡ⼤阪 姫路市 59 チーム ロックカショなし 神⼾市中央区 99 ピオレランナーズ チームＡ 明石市
20 笠形分団 神崎郡市川町 60 ロードスターズ︕内藤組 姫路市 100 ピオレランナーズ チームＢ 明石市
21 Ｄ１０ｒｕｎｎｅｒｓ︕ 加古川市 61 姫路スターＬＣ Ｓチーム 姫路市 101 ピオレランナーズ チームＣ 明石市
22 フジレンジャー 姫路市 62 姫路スターＬＣ Ａチーム 姫路市 102 ピオレランナーズチームＤ 姫路市
23 オリエチ 姫路市 63 姫路スターＬＣ Ｘチーム 姫路市 103 ピオレランナーズチームＥ 姫路市
24 チーム平木 姫路市 64 ⾦満陸上部 姫路市 104 ＦＵＮ ＲＵＮ 姫路市
25 但馬走らぁ会 豊岡市 65 おかっぴき 姫路市 105 ⽼健ゆめさきＪＲＡ 姫路市
26 ネイチャーズ〜ＴＯＲＩ〜 姫路市 66 エス・ティー・エス 姫路市 106 ＰＬ姫路ファンランクラブ 姫路市
27 ショパール たつの市 67 ⾐笠会・中尾組 姫路市 107 コラぼる会Ａ 姫路市
28 もう中⾼年 ｗｉｔｈ ヤング 姫路市 68 ままあず 姫路市 108 コラぼる会Ｂ 姫路市
29 えきでん︕ 姫路市 69 姫路在宅サービスＡ 姫路市 109 コラぼる会Ｃ 姫路市
30 ⻘⼭⼩おやじ塾 姫路市 70 姫路在宅サービスＢ 姫路市 110 シェパード たつの市
31 姫路クラブ 姫路市 71 チーム神野 姫路市 111 偽勇者 姫路市
32 播磨ダウン症等親の会 姫路市 72 淡路屋 姫路市 112 兵庫臨床Ｃ 姫路市
33 チーム樹の会 姫路市 73 渡邊 姫路市 113 中播住宅設備（株） Ａチーム 姫路市
34 カラダ部Ｂチーム 姫路市 74 道守ＲＣ 姫路市 114 ダイセルＨＲＣ 姫路市
35 駅周辺プランナーズＷＥＳＴ 姫路市 75 姫路市⻭科医師会駅伝部 姫路市 115 ええじゃないか 神崎郡市川町
36 駅周辺プランナーズＥＡＳＴ 姫路市 76 藤沢作⽤点陸上部Ａチーム 神崎郡福崎町 116 チーム中谷（若⼿） 加古川市
37 スポーツクラブ２１あがほ 姫路市 77 藤沢商店陸上部Ｂチーム 神崎郡福崎町 117 兵庫臨床Ａ 姫路市
38 はーちゃんズ 姫路市 78 ほおずき ランニングクラブ 姫路市 118 兵庫臨床Ｂ 姫路市
39 石川病院競走部 神⼾市垂⽔区 79 ヤスヒラ 姫路市 119 ＩＡＫ３９∞ 姫路市
40 チーム最強美⼥軍団 姫路市 80 ノースウエスト 姫路市 120 ホテルクレール⽇笠駅伝部 姫路市

121 チーム心⽔ 姫路市

駅伝 Aブロックスタート 駅伝 Bブロックスタート 駅伝 Cブロックスタート
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