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101 ⼀般⼥⼦（2⼈で参加） HIU近畿D 向井　咲乃 元町　夏央
102 ⼀般⼥⼦（4⼈で参加） NSI 三国ウィメンズ 桶谷 有香 林 摩耶 小川 芙美 竹内 幸絵
103 ⼀般⼥⼦（4⼈で参加） チームえり 尾⽊ 恵⾥ 浦田 勝江 藤原 実央 友成 美香⼦
104 ⼀般⼥⼦（5⼈で参加） ＤＵＳ－Ｒ 永井 恵⼦ 阿部 淳⼦ 安達 久⼦ 佐藤 恵 水谷 恵⼦
105 ⼀般⼥⼦（5⼈で参加） NSI 桜宮熟⼥会 ⻄岡 真紀 中本 綾美 池井 晴美 小池 由紀⼦ 笠原 直⼦
106 ⼀般⼥⼦（5⼈で参加） OWRC 菅谷 礼⼦ ⽟中 理恵 中谷 純⼦ 中川 恵⼦ 東田 美智代
107 ⼀般⼥⼦（5⼈で参加） ちーむ　のぶ 2 佐々⽊ 愛⾥ 今井 朋⼦ 南 友⾥恵 中村 真央 ⼭下 麗
108 ⼀般⼥⼦（5⼈で参加） 葵 杉本 　友美 佐藤　淳⼦ 岸田 　京 土井　智恵 宮本　八千代

201 ⼀般男⼦（2⼈で参加） スタサポ荒江工務店 福田 英雄 荒江 修典
202 ⼀般男⼦（3⼈で参加） きらりん三⼭⽊レボリューション 芝谷 聡 加地 将 日比野 航平
203 ⼀般男⼦（3⼈で参加） わけありーず 平川 大樹 星野 弘雅 藤原 佑介
204 ⼀般男⼦（3⼈で参加） 相走ランナーAチーム 池田　慶三 ⼭口　将⼈ 花崎　恭⼀
205 ⼀般男⼦（4⼈で参加） ＢＬＵＥエコちゃんズ ⿊⽊ 秀俊 高井 信⼈ 三井 まゆみ 原 佑輔
206 ⼀般男⼦（4⼈で参加） HIU 近畿B 井上　寛 鈴⽊　守 ⻄村　昌浩 近藤　晃平
207 ⼀般男⼦（4⼈で参加） ompC ⻄原　康祐 槇原　勝也 藤本　幸男 八⽊　岳陽
208 ⼀般男⼦（4⼈で参加） REGAL RC Bチーム 井端 勝彦 浜田 裕⼀ 鈴⽊ 義昭 鳥居 潤志
209 ⼀般男⼦（4⼈で参加） YELLOWエコちゃんズ 馬場 俊介 林 弘修 飛田 健⼀ 杉本 尚也
210 ⼀般男⼦（4⼈で参加） こーせーC ⻑尾　義治 宇田　進⼀ 藤田　真和 ⾒藤　大雅 中塚　⼀馬
211 ⼀般男⼦（4⼈で参加） スタサポ今年も頑張るおやじーず 河野 勝義 吉澤 峰⻘ 林 丈裕 林 裕悟
212 ⼀般男⼦（4⼈で参加） タカトラ　E 平⼭　みちお 村上　国博 奥野　浩之 小谷　陸馬
213 ⼀般男⼦（4⼈で参加） フィット 鈴⽊ 邦彦 和田 充功 茂⽊ 翔 小林 拓⽮
214 ⼀般男⼦（4⼈で参加） レインボーＢ 千代 誠 松尾 昭三 高橋 寧 井上 倫男
215 ⼀般男⼦（4⼈で参加） 清瀧友の会　若年チーム 柿本 卓二 安原 努 ⻄尾 純二 岡村 知幸
216 ⼀般男⼦（4⼈で参加） 清瀧友の会 初⽼のおっさんら 上田 晃嗣 伊藤 信二 村井 真 田村 健太
217 ⼀般男⼦（4⼈で参加） 日建設計シビル 小薮 隆 ⻄⼭ 誠治 ⻘⽊ 佑輔 櫻井 裕隆
218 ⼀般男⼦（4⼈で参加） 爆走兄弟 菊本　⼀ 松浦　⼀ 吉田　⼀ おやま　⼀
219 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 2020大阪城 ⽑利 英昭 難波 勉 ⽊下 貴之 ⽚⼭ 和良 内田 宗⼀
220 ⼀般男⼦（5⼈で参加） ARC2 有田 義隆 藤原 幸治 小泉 輝 前田 悠佑 大川 直希
221 ⼀般男⼦（5⼈で参加） AST with K 川北　佑志 泉本　直也 上⼭　雄大 小滝　晃司 平田　健司
222 ⼀般男⼦（5⼈で参加） Azzurri 国友 忠雄 圓井 慎⼀郎 藤田 裕樹 万福 公至 荒井 健次
223 ⼀般男⼦（5⼈で参加） Bêbados 唐川　拓磨 内田　圭祐 ⼭本　弘毅 森　篤史 藤井　駿策
224 ⼀般男⼦（5⼈で参加） HIU近畿A 高橋　昌憲 上田　正⼈ 宮崎　将成 ⼭岡　義和 渡部　⼀貴
225 ⼀般男⼦（5⼈で参加） NSI光明池ジェントルマン ⻄村 茂起 中田 勉 安田  雅章 高野江 信介 石橋 健志
226 ⼀般男⼦（5⼈で参加） NSI桜宮ボーイズ 大原 真治 ⻄田 凱也 増田 大成 高橋 正俊 伊井 元陽
227 ⼀般男⼦（5⼈で参加） NSI三国メンズ 北池 洋 梶本 ⼼太郎 掛樋 勇次 田所 義史 神月 祥臣
228 ⼀般男⼦（5⼈で参加） OWSA庭窪WTP 渕上 貴司 奥野 隆弘 間下 尚紀 坂口 信介 高原 雄太
229 ⼀般男⼦（5⼈で参加） REDエコちゃんズ ⼭根　達也 糸瀬　誠 岡本　賢吾 村川　晴香 春名　雅史
230 ⼀般男⼦（5⼈で参加） Team EAST OB's 中村 敦 松田 悟史 ⽊村 泰雄 兵部 喜久雄 早川 剛⼀
231 ⼀般男⼦（5⼈で参加） エイドリアーン 箭内　大道 逸⾒　圭吾 石田　輝 江崎　修⼀郎 古家　諒
232 ⼀般男⼦（5⼈で参加） チームエルモすA 名和手 哲 野口 大志 伊東 聡 福田 豊穣 大⻄ 徳雄
233 ⼀般男⼦（5⼈で参加） チームエルモすB 嶋川 豊⼀ ⻤塚 誠⼀ 尾上 勝己 吉田 克也 横内 雄⼀郎
234 ⼀般男⼦（5⼈で参加） チーム全日本選抜(笑) 吉岡 隼⼈ 湯淺 智也 澤口 光 田中 航希 佐藤 当
235 ⼀般男⼦（5⼈で参加） ちむちむエース 松⼭ 高徳 小谷 勇⼈ ⽊村 浩之 佐野 翔⼀ 福嶋 ⽴樹
236 ⼀般男⼦（5⼈で参加） マッチランニングクラブ 明石 健太 松岡 信吾 富⼭ 寛之 ⻄浦 良介 南 伸輔
237 ⼀般男⼦（5⼈で参加） ミドリ安全　尼崎支店 新田 哲士 竹添 陽⼀ 景⼭ 翔太 森田 将史 ⻄脇 甫
238 ⼀般男⼦（5⼈で参加） ユウタモリカァワ 藤本　瑠依 土井　啓二郎 林　大智 フサモト　充弘 岡　亮輔
239 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 阿武野疾風伝 川上 僚貴 池端 悠希 朝倉 啓太 門田 博貴 岩谷 柊
240 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 近大トライアスロン̲B 中村 栄太 北浜 格 寺川 大平 内海 けいた ⽊口 僚
241 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 近大トライアスロンOB̲1 前田 けんと 丹⼭ ふみと 森下 りくろう 今村 かんじ 藤⽊ だいき
242 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 元健康クラブ 高谷 尚宏 小川 将洋 苧野 真毅 溝口 幸希 川上 航平
243 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 吹田トライアスロン教室困難突破 高⽊ 正⼈ 日下 伸吾 井上 昌紀 杉⼭ 雅彦 手島 邦彦
244 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 大道ＡＣ ⼭下 正善 大道 武史 楠田 武司 齋藤 澄夫 岡田 泰地
245 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 竹田印刷マラソン部 名越 禅 ⽟置 圭 松本 将友 北野 修⼀ 牧内 渉
246 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 日向 板場 宣幸 ⾚尾 良洋 生田 博和 中川 譲 石橋 勇治
247 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 阿倍野　アレステック
248 ⼀般男⼦（5⼈で参加） マックウィーン95
249 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 大塚医院
250 ⼀般男⼦（5⼈で参加） 東成工業会　⻘年会　チーム太平洋建材
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301 ⼀般男⼥混合（2⼈で参加） サムギョプサル 太田 朗 土居 咲有理
302 ⼀般男⼥混合（2⼈で参加） スマイル&チャレンジ 高橋 史生 白濱 都
303 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） AST メンテナンスＯＫ！ 森下 徹 今井 ⼀喜 田中 貴美⼦
304 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） AST 武田丸 丸岡 正和 武貞 智樹 田渕 亜紀
305 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） AST 良い加減 大場 ⼀輝 宮脇 健朗 河田 有世
306 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） サラヤA ⾚坂 吉観 中野 太⼀ ガリナ ヴォエヴィドカ
307 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） サラヤB 王⼦ 裕美⼦ 米田 佳弘 松本 圭祐
308 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） 生x倉x倉 倉橋 輝 倉繁 英雄 生田 ⼀恵
309 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） 相走ランナーBチーム 大友　陵⼦ 井上　美樹 渡辺　哲也
310 ⼀般男⼥混合（3⼈で参加） ちーむ　のぶ ⾜⽴ 敏男 中原 ひとみ 下⻄ 伸
311 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） AST ００７ ⼭本 将生 今井 浩 ⾦掘場 未久 高⼭ 深雪
312 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） AST サカキ With O 榊原 渉太 辻江 智⼦ 澤 直美 榮 圭⼦
313 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） AST よ〜いドン 柳井 英之 吉田 直樹 清水 絢⼦ 越宗 勝
314 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） AST 干し椎茸 ⻄川 吉浩 塚本 素⼦ 橋本 英⾥⼦ 大岡 恒美
315 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） AST 匙加減 佐治 修吾 柴坂 江⾥ 明松 千佳 高⼭ 好哲
316 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） ＢＬＡＣＫエコちゃんズ 中野 純二 逢坂 剛史 濱 和宏 及川 梨沙
317 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） ＤＵＳ－Ｒ 加藤 和将 加藤 住恵 林 達郎 林 千晶
318 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） GO！GO！GO！ 田中　将大 恒松　良太 久⼭　慎平 土岐　彩実
319 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） NSI光明池ファミリー 東 秀典 永⻑ 健 永⻑ 直美 南方 亜津⼦
320 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） ompB 多田　宗生 佐藤　広⼀ 東出　⼀平 東出　絵⾥
321 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） RBC ⽊下 喜雄 芝崎 潤 小松 照幸 櫻井 理恵
322 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） RBC万年⻲さん 川端 佐知⼦ 壷井 えり⼦ 平野 光司 庄 直哉
323 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） Team via 安藤 彰啓 石口 政⼀朗 中島 早苗 平垣 賢祐
324 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） teamいむ ⻲田　友架 加藤　豊 前田　優作 岩田　理恵⼦
325 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） teamよこ 横⼭　東奈 本部　和正 ⽊下　裕司 高橋　奈々
326 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） サラヤC 岡部 直樹 隈下 淳⼦ 廣田 栞 松浦 勝也
327 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） タカトラ　A 松本　典朗 倉橋　由美⼦ 小野　剛 藤田　敦
328 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） タカトラ　B 岡田　功 ⼭口　智⼦ ⻤塚　義延 奥村　康仁
329 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） タカトラ　C 音川　和也 鈴⽊　恵⼦ 麻田　雄嗣 岸原　知也
330 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） タカトラ　D 平⼭　真澄 ⻘⼭　桃⼦ 藤岡　周輔 白石　篤志
331 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） たっきーのお友達 COPD 佐々⽊　淑乃 高科　賢士 瀧川　翔大 久保田　詩織
332 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） チームご三家 辻本 誠 角田 孝之 辻本 あまね 吉村 礼応
333 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） はま1号 朝重 孝 朝重 幸恵 徳田 ⼀樹 徳田 智美
334 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） はま2号 河崎 亮介 河崎 那奈 ⼭田 知央 ⼭田 由乃
335 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） マラソン始めました 稲⽊　尚士 南口　朗宏 祖川　満起 新家　凪
336 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） レインボーズA 阪上 純也 松尾 敏克 高松 真⼀ 畑 佐紀⼦
337 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） ⼭田家 ⼭田　健二 ⼭田　敦⼦ ⼭田　徹平 ⼭田　奈央
338 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） 絶叫倶楽部 笠井 敬 佐々⽊ 美奈 久⼭ 智恵美 竹内 恭⼦
339 ⼀般男⼥混合（4⼈で参加） 日建設計 ⻄田 佳代 中⼭ 美喜⼦ 近藤 実 根本 哲夫
340 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 'MDRC No.2 宇野 ⼀雄 川端 珠美 河村 忠成 隅野 ⼀郎 芝野 雅⼀
341 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ARC1 穴口 忍 升岡 隆 安芸 知恵⼦ 堂領 ⻯二 松尾 和真
342 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） KASLAR 門脇　修平 高橋　⼀貴 高尾　聖緒 中尾　真実 浜田　朱莉
343 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） MDRC No.1 伊藤 雅仁 上野 美⾥ 岡田 清治 恩塚 亜希 松谷 善雄
344 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） NSI桜宮19時から2コース 武村 賢三 星田 久美⼦ ⼭崎 良樹 永嶺 美那⼦ 成田 健二
345 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） NSI桜宮ヤング 三⽊ 順⼦ 野上 麻理 中原 克弥 増田 晶⼈ ⻄内 真紀
346 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ompA 泊谷　邦雄 重⼭　直樹 北田　香苗 吉岡　賢司 澤　尚希
347 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ponkotsu 的場　菜摘 的場　久美 有元　佳奈 有元　大空 オールブリトン　美佳
348 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ＲＦチームねこさん 北垣 博隆 宮地 美有 入江 麻衣⼦ 三宅 伸治 桑本 健吾
349 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ＲＦチーム妖怪 坂本 仁 安念 ⾠騎 ⻄村 美香 清水 徹 天野 泉
350 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） TAKOYAKI-KA！ 小⻄ 紘平 角谷 大雅 岸本 優未 田口 雅敏 ⼭田 綾乃
351 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） Team unity C 杉本　孝二郎 谷川　浩隆 秦　英幸 小林　央和 高田　智秋
352 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） teamくら 藏田　美咲 時任　豊 櫻庭　健 田中　直視 ⼭﨑　菜摘
353 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） teamしの 篠崎　宏美 安部　功二 朝⼭　光浩 ⽊下　由紀⼦ ⾦安　洋⼦
354 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） URun⻄日本 市川 洋 村田 駿 蓼原 昂希 ⽊村 友 高橋 奈央
355 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） インスタ DREAM TEAM 藤田 宏紀 中塚 順也 辻 るり⼦ 稗田 みどり 増川 慎也
356 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） えびこブー 谷⼭ 政明 谷⼭ 佐枝⼦ 谷⼭ ⼼路 谷⼭ 陽向 中原 菅乃
357 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） クローバー!!!! 大⻄　茜 佐々⽊　⾥歩 ⼭路　奈緒 小杉　亮太 宮本　千咲
358 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） こーせーA 伊香　昌重 檜垣　正敏 福地　訓⼦ 相川　直博 北村　⽂夫
359 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） こーせーB 今田　淳⼦ 今田　淳⼦ 小林　岳⼈ 中塚　⼀馬 城⼭　昌也
360 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） スタサポ稽古〜ず 北川 守彦 大島 ⽂夫 菊岡 安代 平澤 昭宏 日野 圭⼦
361 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チーム W小林 溝端 祐⼀ 小林 ⼀樹 小林 央和 高田 智秋 二階堂 源太
362 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チーム　ひじり 小川　聖 岩崎　るみ⼦ 今村　意仁 荻野　貴之 溝端　祐⼀
363 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チームエルモすC 松本 昌士 加藤 隆司 ⾦田 直広 水谷 則⼦ 原田 啓吾
364 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チームはいさい比嘉愛未 望月　健吾 栫　貴寛 小濱　彰太郎 中尾　伸 小曽根　菜波
365 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チーム過ちを乗り越えて 柴田 彩瑛 細⽮ 裕香 川地 諒 ⽮田 直也 倉橋 開⼈
366 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ちむちむ1 辻田 学 福田 栄作 ⼭本 香澄 中藤 尊章 具 滋成
367 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ちむちむ2 谷口 淳 高畑 和弘 上月 剛 池原 賢 後藤 美緒
368 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ちむちむ3 粕谷 知⼦ 佐藤 祐香 小杉 達郎 ⻄村 博樹 高橋 慶⾏
369 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） チューリップ 市川　拓弥 平岩　篤朗 ⻄口　菜帆 田中　響 菅原　鈴
370 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） デフスマイル 千葉 ⽂恵 合田 環己 小⼭ 真利⼦ 中村 寿⼦ 日高 正信
371 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） トリサンブラック 高⽊　和之 三浦　⼀真 三浦　美水 岡本　伊代 川野上　舞
372 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） はま3号 井口 裕幹 井口 亜由美 高砂谷 安弥 荒巻 亜沙美 福平 真知⼦
373 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） ポンコツ膝陸部 ⾦田 早紀 中⻄ 亮 奥小路 博康 孝橋 謙⼀ 孝橋 菜美⼦
374 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） モトックス　オーク樽熟成 津江野 功幸 三宅 聖美 吉田 直紀 平佐 恭⼦ 丸⼭ 晃希
375 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） モトックス　プリミティーヴォ 竹村 栄司 若吉 優希 林 大樹 千田 志保⼦ 音無 能紀
376 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） モトックス+1 佃 淳平 下川 隆⼀ 原 直之 竹下 広樹 高石 亜希⼦
377 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） モトックス1924ブラック 谷口 明生 辻野 萌 永田 亮司 桑田 梓 古田 千尋
378 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） モトックス689 林 冠字 ⾚井 美絵 島田 惟帆 滝田 景⼦ 喜多 純⼦
379 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 吹田トライアスロン教室希望の糖 林 友樹 林 拓樹 ⼭本 準 鎌田 瞳 ⽚⼭ 寛
380 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 吹田市トライアスロン教室 石橋 剛 内田 宗⼀ 石橋 洋⼦ 平松 正代 ⽊元 愛
381 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 走っciao！ ⼭本 美紀 ⼭下 美佳 村⼭ 真理 上田 倫⼦ 森 ⻑康
382 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 防衛省 まもるwithＪ 細⽊　宏樹 吉田　祥旦 尾崎　昌也 川崎　建志 ⻄崎　順⼦
383 ⼀般男⼥混合（5⼈で参加） 藤⼾クリニック
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401 高校生⼥⼦（5⼈で参加） 豚汁ʼs 北野 月菜 宗林 李 野上 菜々⼦ 大坂 栞 小⻄ 美奈⼦

501 高校生男⼦（5⼈で参加） おきゃモン 重田　直賢 和田　海斗 井上　連夜 ⾬ノ島　龍之介 雪島　光太郎
502 高校生男⼦（5⼈で参加） ニエゴン 安井　颯汰 坂野　泰世 池端　悠⼈ 松村　公平 贄川　圭太
503 高校生男⼦（5⼈で参加） フクマー 奥田 陽太 岡本 翔太 大前 聡太 大村 陽向 福間 天友

601 高校生男⼥混合（4⼈で参加） バリバリハマバリアン 国本　翔吾 児島　栞⾥ 濵畑　夏来 中尾　岳史
602 高校生男⼥混合（5⼈で参加） human-bloom 濱野 佑理 太田 奏恵 ⼾越 咲希 関 美琴 ⼾崎 雅憲

701 小学生男⼥混合（3⼈で参加） 樹乃芽 岡本　樹 高⽊　乃々果 川野上　芽生
702 小学生男⼥混合（5⼈で参加） AST Kids 森下 颯 森下 丞 橋本 栞 田中 雅 高⼭ 芽依
703 小学生男⼥混合（5⼈で参加） 吹田市トライアスロン教室Jr 井上 晴仁 柴垣 琴 宇田 千晃 ⼭本 士道 盛⼭ 航太

801 中学生男⼦（5⼈で参加） 八尾中央　A 倉田　大樹 ⼭本 皓介 岸 元気 加川 勝志 今川 崇翔
802 中学生男⼦（5⼈で参加） 八尾中央　B 丸林　勇登 ⼭本 誠貴 中尾 仁 柘植　克也 ⻑谷川 海吏

001 (5⼈で参加) Shien A 中井健太 森洋介 ⼭内佳菜 鈴⽊啓治 ⽊村将貴
002 (5⼈で参加) Shien B ⼭中慎太郎 津田敏克 林弘樹 室崎真悟 ⽊村将麻
003 (5⼈で参加) Sommiso
004 (5⼈で参加) TeamパラオA
005 (5⼈で参加) TeamパラオB
006 (5⼈で参加) トライアスロン審判チーム 審判① 審判② 審判③ 審判④ 審判⑤
007 (5⼈で参加) 阿倍野　高田クリニック
008 (5⼈で参加) 阿倍野　小川グループ
009 (5⼈で参加) 阿倍野　島屋紙器工業所
010 (5⼈で参加) 阿倍野　苗代ランナーズ
011 (5⼈で参加) 旭工業会　⻘年経営者協議会
012 (5⼈で参加) 京橋ライオンズクラブ
013 (5⼈で参加) ⾦城クリニック
014 (5⼈で参加) 高田クリニック
015 (5⼈で参加) 城東鶴⾒工業会　新風会
016 (5⼈で参加) 生野　植田⻭科医院
017 (5⼈で参加) ⻄工業会　⻘年部会
018 (5⼈で参加) 大阪ライフセービングクラブ
019 (5⼈で参加) 大阪桜之宮ライオンズクラブ
020 (5⼈で参加) 大正工業会　大正工業若葉会
021 (5⼈で参加) 東淀川工業協会　⻘年部
022 (5⼈で参加) 平野産業会　⻘年部会
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