
一般男子Ｃ
市川 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
石倉 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

1 (EARLY.TC) (TG project) 33
(イワキ) 槙村・田上 大宅・塚本 (TG project)

2     34
 槙村・田上 坂元・広瀬  

3 (ITW石切) 60 62 (一般) 35
(ITW石切) 吉田・乙井 坂元・広瀬 (一般)

4 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 75 DEF (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 36
(一般) 槙村・田上 鳳山・金井 (どんぐり)

5 (プラネッツ) 60 64 (一般) 37
(プラネッツ) 山本・山本 鳳山・金井 (一般)

6   61 (一般) 38
 西川・増田 鳳山・金井 (一般)

7 (どんぐり) 76(6) 64  39
(どんぐり) 西川・増田 山本・高津  

8    (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 40
 市川・石倉 鳳山・金井 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

9 (ともの会) 64 60 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 41
(ともの会) 水野・Robin 中筋・上田 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

10     42
 水野・Robin 川原・山本  

11 (HOS小阪TC) 64 63 (一般) 43
(一般) 加藤・坂平 川原・山本 (一般)

12 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 61 63 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 44
(一般) 市川・石倉 森山・今井 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

13 (EARLY.TC) 62 63  45
(EARLY.TC) 北本・柳川屋 大西・津田  

14    (一般) 46
 市川・石倉 森山・今井 (一般)

15 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 62 75  47
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 市川・石倉 森山・今井  

16    (ともの会) 48
 市川・石倉 鳳山・金井 (ともの会)

17 (Piece of junk) 76(3) 64 (一般) 49
(Piece of junk) 福西・原田 上林・近藤 (一般)

18     50
 福西・原田 野村・東  

19 (一般) 61 64 (HOS小阪TC) 51
(一般) 須山・須山 野村・東 (HOS小阪TC)

20   64 (ITW石切) 52
 福西・原田 白水・西本 (ITW石切)

21 (吉田TC) 64 75 (一般) 53
(吉田TC) 前田・藤田 後藤・樋掛 (一般)

22 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 63 60 (一般) 54
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 前田・藤田 白水・西本 (一般)

23 (ITW石切) 76(4) 62  55
(東大阪線) 澤田・木村 白水・西本  

24    (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 56
 米地・丸岡 橋爪・福西 (一般)

25 (ともの会) 63 62 (ナイトホークス)57
(ともの会) 吉川・富田 橋爪・福西 (ナイトホークス)

26     58
 平井・内藤 橋爪・福西  

27 (ITW石切) 76(6) 76(1) (ITW石切) 59
(ITW石切) 平井・内藤 上田・中村 (ITW石切)

28 (スマッシュ) 63 63 (プラネッツ) 60
(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 米地・丸岡 橋爪・福西 (プラネッツ)

29 (ナイトホークス) 62 75  61
(ナイトホークス) 米地・丸岡 吉田・北川  

30    (東大阪線) 62
 米地・丸岡 吉田・北川 (東大阪線)

31 (木下家と仲間) 64 64  63
(木下家と仲間) 木下・岡田 塘・塚本  

32    (ともの会) 64
 (ともの会)

鳳山・金井

岡本・木戸

BYE

加藤・坂平

湯本・千秋

北本・柳川屋

BYE

市川・石倉

BYE

西川・増田

BYE

水野・Robin

BYE

川原・山本

BYE

中筋・上田

山本・高津

BYE

森山・今井

BYE

大西・津田

BYE

若野・新藤

大宅・塚本

坂元・広瀬

久保・藤井

BYE

山本・山本

二井矢・細井

吉田・乙井

槙村・田上

BYE

福西・原田 上林・近藤

BYE BYE

須山・須山 高橋・林田

BYE 野村・東

前田・藤田 松浦・松浦

一幡・小谷 後藤・樋掛

澤田・木村 BYE

BYE 白水・西本

吉川・富田 橋爪・福西

63

BYE 塘・塚本

米地・丸岡 BYE

BYE 吉田・北川

木下・岡田 BYE

BYE BYE

福井・松尾 宮武・椚座

平井・内藤 上田・中村


