
第26回六甲シティマラソン大会 入賞者一覧 開催日：2015/11/08【SUN】

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般男子（16～30歳）の部】
年齢

1005 阿賀　康生(ｱｶﾞ ﾔｽｵ) 0:31:481 高砂市 神戸大学22

1008 武下　晃大(ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ) 0:32:012 明石市 兵庫県立大学18

1006 河野　脩司(ｶﾜﾉ ｼｭｳｼﾞ) 0:32:103 明石市 兵庫県立大学19

1004 木村　悠(ｷﾑﾗ ﾕｳ) 0:32:114 三木市 兵庫県立大学20

1013 田野　遥士(ﾃﾞﾝﾉ ﾖｳｼﾞ) 0:32:415 三田市 兵庫県立大学19

1003 高柳　祐也(ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ﾕｳﾔ) 0:32:556 東京都 第一生命24

1007 村本　直樹(ﾑﾗﾓﾄ ﾅｵｷ) 0:33:427 神戸市西区 兵庫県立大学20

1009 嘉藤　悟志(ｶﾄｳ ｻﾄｼ) 0:33:578 神戸市西区 長田高校16

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般女子（16～30歳）の部】
年齢

2004 野村　沙世(ﾉﾑﾗ　ｻﾖ) 0:32:551 東京都 第一生命26

2006 松見　早希子(ﾏﾂﾐ　ｻｷｺ) 0:33:072 東京都 第一生命27

2001 西澤　果穂(ﾆｼｻﾞﾜ　ｶﾎ) 0:33:233 東京都 第一生命20

2007 上杉　美里(ｳｴｽｷﾞ ﾐｻﾄ) 0:38:284 神戸市西区15

2008 長嶺　亜美(ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾐ) 0:39:235 神戸市垂水区 長田高校17

2010 周　伶海(ｼｭｳ ﾚﾐ) 0:39:506 神戸市中央区 長田高校16

2012 山下　奈菜(ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ) 0:43:507 西宮市 宝塚北高校17

2025 奥田　寿香(ｵｸﾀﾞ ｺﾄｶ) 0:45:338 神戸市中央区 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ高16

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般男子（31～50歳）の部】
年齢

3004 田野　昌輝(ﾀﾉ ﾖｼﾃﾙ) 0:33:311 美方郡香美町40

3003 宮本　武史(ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ) 0:33:512 広島県 ＫＣＲＣ38

3007 寺谷　文弘(ﾃﾗﾀﾆ ﾌﾐﾋﾛ) 0:34:043 神戸市中央区 シスメックス49

3006 紫川　浩佳(ｼｶﾞﾜ ﾋﾛﾖｼ) 0:34:084 神崎郡市川町31

3010 藍原　将史(ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ) 0:35:375 神戸市垂水区34

3008 吉田　耕芳(ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾖｼ) 0:36:016 長崎県45

3052 細川　剛(ﾎｿｶﾜ ﾂﾖｼ) 0:36:517 洲本市 ＪＴＫＳＳ50

3013 重　勝商(ｼｹﾞ ｶﾂｱｷ) 0:37:128 神戸市西区 鳩印Ｇ＆Ｔ44

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般女子（31～50歳）の部】
年齢

4011 岡崎　香苗(ｵｶｻﾞｷ ｶﾅｴ) 0:42:521 神戸市灘区 王子サブ愛38

4003 丸山　典子(ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ) 0:42:572 尼崎市 森野ＡＣ42

4008 石戸　敦子(ｲｼﾄﾞ ｱﾂｺ) 0:43:143 神戸市西区43

4001 島田　衣美(ｼﾏﾀﾞ ｴﾐ) 0:43:524 明石市 明石健康クラブ41

4009 大成　志津枝(ｵｵﾅﾘ ｼﾂﾞｴ) 0:44:055 香川県 小豆島町42

4004 徳久　友紀(ﾄｸﾋｻ ﾕｷ) 0:44:326 大阪府 尼崎NR36

4019 田中　和子(ﾀﾅｶ ｶｽﾞｺ) 0:44:497 三木市 尼崎走ろう会43

4012 杉田　和代(ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾖ) 0:44:498 神戸市東灘区42

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般男子（51歳以上）の部】
年齢

5005 古本　大(ﾌﾙﾓﾄ ﾋﾛｼ) 0:37:351 京都府 枚方マスターズ54

5013 東田　光次(ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ) 0:37:512 大阪府 淀川ランナーズ56

5003 山本　創(ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ) 0:38:033 神戸市灘区 ウダカスポーツ52

5009 山田　隆(ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ) 0:39:184 神戸市西区 神戸市水道ＲＣ54

5014 森崎　泰生(ﾓﾘｻｷ ﾔｽｵ) 0:39:435 大阪府52

5019 森　登志雄(ﾓﾘ ﾄｼｵ) 0:40:486 大阪府 岸和田健康ク57

5015 塩野　国男(ｼｵﾉ ｸﾆｵ) 0:40:597 神戸市垂水区 潮の風ＲＣ60

5012 北出　吉弘(ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ) 0:41:028 京都府 京都ランナーズ59
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第26回六甲シティマラソン大会 入賞者一覧 開催日：2015/11/08【SUN】

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【10km一般女子（51歳以上）の部】
年齢

6008 佐貫　秀子(ｻﾇｷ ﾋﾃﾞｺ) 0:48:171 神戸市北区53

6003 那須　郁子(ﾅｽ ﾕｳｺ) 0:48:212 神戸市東灘区61

6006 石野　由香里(ｲｼﾉ ﾕｶﾘ) 0:48:343 神戸市北区54

6005 宮崎　真実(ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾐ) 0:49:484 神戸市灘区55

6012 榊原　久美子(ｻｶｷﾊﾞﾗ ｸﾐｺ) 0:50:345 神戸市東灘区52

6002 松平　久美子(ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｸﾐｺ) 0:52:256 神戸市須磨区 ＳＲＣ61

6018 須賀　弘恵(ｽｶﾞ ﾋﾛｴ) 0:52:327 神戸市西区59

6014 森澤　洋子(ﾓﾘｻﾜ ﾖｳｺ) 0:52:448 神戸市東灘区54

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【5km一般男子（16～35歳）の部】
年齢

7015 上山　翔太(ｳｴﾔﾏ　ｼｮｳﾀ) 0:17:281 宝塚市 三田学園高等学校15

7023 酒本　亮平(ｻｹﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ) 0:17:402 神戸市須磨区 ユニバーＳＣ20

7016 岸本　泰生(ｷｼﾓﾄ　ﾀｲｾｲ) 0:18:103 神戸市北区 三田学園高等学校16

7010 長谷川　優太(ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ) 0:18:174 神戸市東灘区 神戸市立葺合高校17

7008 岡田　竜馬(ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ) 0:18:325 神戸市東灘区 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ17

7017 永井　真之介(ﾅｶﾞｲ　ｼﾝﾉｽｹ) 0:18:376 三田市 三田学園高等学校15

7009 白本　大武(ｼﾗﾓﾄ ﾋﾛﾑ) 0:18:397 神戸市中央区 市立須磨翔風高校16

7013 三宅　永遠(ﾐﾔｹ ﾄﾜ) 0:18:448 神戸市灘区 六甲アイランド16

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【5km一般女子（16～35歳）の部】
年齢

8004 田村　亜久里(ﾀﾑﾗ　ｱｸﾞﾘ) 0:19:131 西宮市 三田学園高等学校15

8007 野町　鮎美(ﾉﾏﾁ ｱﾕﾐ) 0:19:302 神戸市灘区 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ高16

8015 勝間　智咲(ｶﾂﾏ ﾁｻｷ) 0:20:073 神戸市垂水区 伊川谷北高校17

8009 川端　彩瑛(ｶﾜﾊﾞﾀ ｻｴ) 0:20:194 神戸市西区 神戸高塚高校17

8018 渡邉　咲希(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ) 0:20:235 神戸市西区 神戸高塚高校17

8011 鶴田　リオ(ﾂﾙﾀ　ﾘｵ) 0:20:316 西宮市 三田学園高等学校17

8024 平川　鈴帆(ﾋﾗｶﾜ ｽｽﾞﾎ) 0:20:467 神戸市垂水区 須磨翔風高校16

8012 岡浦　沙也(ｵｶｳﾗ ｻﾔ) 0:20:488 神戸市東灘区 六甲アイラ高校15

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【5km一般男子（36歳以上）の部】
年齢

9003 石井　護(ｲｼｲ ﾏﾓﾙ) 0:17:241 神戸市灘区 ＰＵＭＡＲＣ36

9010 山根　文雄(ﾔﾏﾈ ﾌﾐｵ) 0:17:502 大阪府48

9009 茂田　昭雄(ｼｹﾞﾀ ｱｷｵ) 0:17:563 明石市 明石大橋エーシー48

9008 岡本　大介(ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ) 0:18:154 加古川市36

9012 藤本　真澄(ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｽﾐ) 0:18:385 神戸市西区 明石大橋ＡＣ44

9013 中口　隆(ﾅｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ) 0:18:556 西宮市47

9015 前田　武也(ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾔ) 0:19:027 高砂市 ナチュラルＲＣ40

9019 谷池　徹(ﾀﾆｲｹ ﾄｵﾙ) 0:19:168 洲本市44

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【5km一般女子（36歳以上）の部】
年齢

10002 糸氏　明子(ｲﾄｳｼﾞ ｱｷｺ) 0:20:541 神戸市東灘区 日医ジョガーズ54

10003 松永　郁子(ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸｺ) 0:21:502 三木市 ユニバーＳＣ50

10006 田渕　百合(ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ) 0:23:363 京都府 鴨川走友会49

10017 織田　雅子(ｵﾀﾞ ﾏｻｺ) 0:23:414 神戸市灘区 検疫所38

10008 二木　陽子(ﾌﾀﾂｷﾞ ﾖｳｺ) 0:24:425 神戸市東灘区48

10005 寺田　まり(ﾃﾗﾀ ﾏﾘ) 0:24:496 神戸市東灘区41

10016 加藤　千賀子(ｶﾄｳ ﾁｶｺ) 0:25:417 神戸市東灘区44

10010 近藤　妙子(ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｴｺ) 0:26:118 西宮市49
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第26回六甲シティマラソン大会 入賞者一覧 開催日：2015/11/08【SUN】

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【3km中学1年生男子の部】
年齢

11002 田尻　慎之介(ﾀｼﾞﾘ　ｼﾝﾉｽｹ) 0:10:011 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校13

11001 藤　　幸太郎(ﾌｼﾞ　ｺｳﾀﾛｳ) 0:10:022 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校13

11045 岡本　竜輝(ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｷ) 0:10:043 神戸市垂水区 桃山台中学校12

11047 神永　皓真(ｶﾐﾅｶﾞ ｺｳﾏ) 0:10:084 神戸市灘区 上野中学校12

11020 坂本　亘生(ｻｶﾓﾄ ｺｳｾｲ) 0:10:365 神戸市須磨区 鷹取中学校13

11023 新田　雄琉(ﾆｯﾀ ﾀｹﾙ) 0:10:446 神戸市須磨区 鷹取中学校13

11043 住野　晴輝(ｽﾐﾉ ﾊﾙｷ) 0:10:467 神戸市垂水区 桃山台中学校12

11025 藤田　黎明(ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ) 0:10:488 神戸市東灘区 関西学院中学部13

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【3km中学1年生女子の部】
年齢

12009 上田　怜(ｳｴﾀﾞ  ﾚｲ) 0:11:341 神戸市中央区 渚中学校13

12026 田中　志歩(ﾀﾅｶ ｼﾎ) 0:11:452 丹波市 神戸山手女子中学13

12001 小崎　彩羽(ｺｻﾞｷ　ｱﾔﾊ) 0:11:473 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校12

12030 市原　麻鈴(ｲﾁﾊﾗ ﾏﾘﾝ) 0:12:044 神戸市北区 北神戸中学校13

12034 二本松　美穂(ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾐﾎ) 0:12:085 神戸市西区13

12019 川田　莉央(ｶﾜﾀ  ﾘｵ) 0:12:146 神戸市灘区 渚中学校12

12014 中田　碧(ﾅｶﾀ  ｱｵｲ) 0:12:197 神戸市灘区 渚中学校13

12015 星川　睦季(ﾎｼｶﾜ  ﾑﾂｷ) 0:12:218 神戸市灘区 渚中学校12

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【3km中学2・3年生男子の部】
年齢

13025 目片　将大(ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ) 0:09:351 神戸市須磨区 鷹取中学校14

13056 永井　康太郎(ﾅｶﾞｲ　ｺｳﾀﾛｳ) 0:09:392 西宮市 三田学園中学14

13038 市原　詩音(ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ) 0:09:403 神戸市北区 甲陽学院中学校15

13022 藤井　健太(ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ) 0:09:524 神戸市須磨区 鷹取中学校13

13026 丸山　裕史(ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾞ) 0:09:595 神戸市東灘区 本庄中学校15

13055 片山　晶汰(ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ) 0:10:026 神戸市灘区 上野14

13053 川島　大輝(ｶﾜｼﾏ　ﾋﾛｷ) 0:10:027 神戸市北区 三田学園中学15

13035 柳内　雄一郎(ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ) 0:10:038 神戸市垂水区 神戸市立舞子中学14

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【3km中学2・3年生女子の部】
年齢

14001 広内　来幸(ﾋﾛｳﾁ　ｷｻﾁ) 0:10:231 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校14

14027 大内　梨湖(ｵｵｳﾁ ﾘｺ) 0:10:292 神戸市須磨区 高倉中学校15

14002 平井　きらら(ﾋﾗｲ　ｷﾗﾗ) 0:10:363 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校13

14019 大井　規紗莉(ｵｵｲ ｷｻﾘ) 0:11:024 神戸市垂水区 神陵台中学校14

14017 森木　藍佳(ﾓﾘｷ ｱｲｶ) 0:11:035 神戸市東灘区 神戸市立御影中学13

14037 和田　彩花(ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ) 0:11:186 神戸市東灘区 本庄中学14

14006 杉山　未桜(ｽｷﾞﾔﾏ　ﾐｵ) 0:11:217 神戸市北区 神戸市立鈴蘭台中学校14

14021 山本　あい(ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ) 0:11:348 神戸市東灘区15

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km小学5年生男子の部】
年齢

15027 中山　七音(ﾅｶﾔﾏ ﾅﾅﾄ) 0:05:281 神戸市東灘区 東灘小学校11

15040 西山　主税(ﾆｼﾔﾏ ﾁｶﾗ) 0:05:282 神戸市兵庫区11

15006 平野　歩(ﾋﾗﾉ ｱﾕﾑ) 0:05:293 神戸市北区11

15014 乾　文人(ｲﾇｲ ｱﾔﾄ) 0:05:304 神戸市東灘区10

15045 山谷　嘉太郎(ﾔﾏﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ) 0:05:315 大阪府 柏原　堅下小10

15032 植木　優仁(ｳｴｷ ﾏｻﾋﾄ) 0:05:336 神戸市垂水区 東舞子陸上競技部11

15005 小阪　圭人(ｺｻｶ ｹｲﾄ) 0:05:337 神戸市中央区 雲中小学校10

15036 木下　秀平(ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾍｲ) 0:05:398 神戸市垂水区 乙木小学校11
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第26回六甲シティマラソン大会 入賞者一覧 開催日：2015/11/08【SUN】

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km小学5年生女子の部】
年齢

16021 橘川　莉子(ｷﾂｶﾜ ﾘｺ) 0:05:501 神戸市灘区11

16024 片上　玲奈(ｶﾀｶﾞﾐ ﾚｲﾅ) 0:06:032 神戸市北区 小部東小学校11

16022 澤田　奈見(ｻﾜﾀﾞ ﾅﾐ) 0:06:063 大阪府 北日吉台小11

16011 山中　のどか(ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ) 0:06:094 神戸市西区11

16007 水船　輝(ﾐｽﾞﾌﾈ ﾃﾙ) 0:06:195 神戸市東灘区 福池小学校11

16014 藤山　弥夏(ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｶ) 0:06:246 神戸市東灘区 御影小学校11

16009 塩田　真尋(ｼｵﾀ ﾏﾋﾛ) 0:06:387 神戸市東灘区 御影北小学校10

16003 重藤　菜月(ｼｹﾞﾄｳ ﾅﾂﾞｷ) 0:06:408 神戸市北区 広陵小学校11

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km小学6年生男子の部】
年齢

17001 井上　輝星(ｲﾉｳｴ ｺｳｾｲ) 0:05:191 神戸市灘区 西郷小学校12

17008 田中　悠吾(ﾀﾅｶ ﾕｳｺﾞ) 0:05:222 神戸市西区 井吹の丘小学校12

17014 佐野　岳琉(ｻﾉ ﾀｹﾙ) 0:05:433 徳島県 板野西小学校11

17004 笹田　大陽(ｻｻﾀﾞ ﾀｳﾖｳ) 0:05:514 神戸市東灘区 本山第二小学校12

17007 清水　颯泰(ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀｲ) 0:06:035 神戸市西区11

17015 ロバーツ　ジョシュア(ﾛﾊﾞｰﾂ ｼﾞｮｼｭｱ) 0:06:116 神戸市東灘区 カナディアン12

17016 木俣　和哉(ｷﾏﾀ ｶｽﾞﾔ) 0:06:147 神戸市垂水区11

17018 池野　悠利(ｲｹﾉ ﾕｳﾘ) 0:06:168 神戸市西区 小寺小学校12

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km小学6年生女子の部】
年齢

18016 宮武　愛珠(ﾐﾔﾀｹ ﾏﾅﾐ) 0:05:471 神戸市北区 小部小学校11

18007 石垣　七菜恵(ｲｼｶﾞｷ ﾅﾅｴ) 0:05:492 神戸市東灘区 御影小学校11

18002 福田　彩華(ﾌｸﾀﾞ ｻｲｶ) 0:05:523 神戸市西区 美賀多台小学校11

18015 井上　波音(ｲﾉｳｴ ﾅﾐﾈ) 0:05:544 神戸市西区12

18008 溝渕　響(ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ) 0:05:575 京都府 西京極西小学校12

18003 三崎　さくら(ﾐｻｷ ｻｸﾗ) 0:06:086 神戸市東灘区 本山第二小学校11

18004 加納　碧咲(ｶﾉｳ ﾐｻｷ) 0:06:157 神戸市西区 糀台小学校12

18001 片岡　咲季(ｶﾀｵｶ ｻｷ) 0:06:238 神戸市東灘区 御影北小学校12

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km親子ペアAの部】
年齢

59 平野　明・平野　さつき(ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ・ﾋﾗﾉｻﾂｷ) 0:05:361 神戸市北43

57 宮武　幹夫・宮武　萌珠(ﾐﾔﾀｹ ﾐｷｵ・ﾐﾔﾀｹﾒｸﾞﾐ) 0:05:392 神戸市北区 龍電気設備管理45

11 津田　忠臣・津田　慎(ﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｵﾐ・ﾂﾀﾞｼﾝ) 0:05:473 大阪府 津田家41

85 藤岡　功佳・藤岡　来実(ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾖｼ・ﾌｼﾞｵｶｸﾙﾐ) 0:05:494 神戸市西区38

111 寺田　滋信・寺田　晃大(ﾃﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ・ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀ) 0:05:505 神戸市西区 美賀多台小学校48

143 村田　明男・村田　紗和(ﾑﾗﾀ ｱｷｵ・ﾑﾗﾀｻﾜ) 0:06:036 神戸市垂水区43

141 廣畑　純也・廣畑　俊汰(ﾋﾛﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾔ・ﾋﾛﾊﾀ ｼｭﾝﾀ) 0:06:057 神戸市須磨区46

233 中山　淳・中山　和奏(ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝ・ﾅｶﾔﾏｶﾅﾃﾞ) 0:06:068 神戸市東灘区 東灘小学校41

順位 ＮＯ 氏名（フリガナ）タイム 地区名 所属

【1.5km親子ペアBの部】
年齢

128 安見　剛春・安見　郁哉(ｱｽﾞﾐ ﾀｹﾊﾙ・ｱｽﾞﾐﾌﾐﾔ) 0:06:151 神戸市東灘区47

234 釜坂　修・釜坂　勇輝(ｶﾏｻｶ ｵｻﾑ・ｶﾏｻｶﾕｳｷ) 0:06:192 明石市41

80 松岡　孝典・松岡　龍司(ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾉﾘ・ﾏﾂｵｶﾘｭｳｼﾞ) 0:06:223 神戸市東灘区39

36 並木　雅行・並木　純(ﾅﾐｷ ﾏｻﾕｷ・ﾅﾐｷｼﾞｭﾝ) 0:06:264 神戸市東灘区44

14 渡辺　隆一・渡辺　雄大(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ・ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ) 0:06:305 神戸市東灘区39

102 松岡　憲二・松岡　冴汰朗(ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ・ﾏﾂｵｶｺﾀﾛｳ) 0:06:336 神戸市東灘区 向洋小学校44

6 宮下　大志・宮下　大翔(ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｼ・ﾐﾔｼﾀﾋﾛﾄ) 0:06:357 神戸市東灘区40

140 花登　弘和・花登　信洋(ﾊﾅﾄ ﾋﾛｶｽﾞ・ﾊﾅﾄﾉﾌﾞﾋﾛ) 0:06:368 神戸市東灘区44
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