
日　時 （土）
場　所
主　催
主　管

（コード番号　19273015）

グランドコンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:45 曇り 5.0℃ 53% 北 0.1m/s 競技場

10:00 曇り 5.0℃ 61% 北東 1.0m/s 競技場

11:00 曇り 5.5℃ 54% 北北西 0.5m/s 競技場

11:01 曇り 5.5℃ 54% 北北西 0.5m/s 競技場

畠山　　功

日付

2019年2月9日

第9回
大阪陸協ジュニア駅伝競走大会

総務

万国博記念競技場・万博記念公園
一般財団法人　大阪陸上競技協会

記録集

石田　卓也

大阪中学校体育連盟陸上競技部

記録主任

2019/2/9

審判長 中西　　正



成績一覧表第９回　大阪陸協ジュニア駅伝競走大会
[コード：19273015]

2019年2月9日 9時45分　スタート

競技場:万国博記念競技場・万博記念公園
[コード：]

主　催:一般財団法人　大阪陸上競技協会
主　管:大阪中学校体育連盟陸上競技部

審 判 長:中西　正
記録主任:畠山　功

男子　 EKIDEN (駅伝)
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 高槻二 1:00:45

第２位 今市 1:00:48

第３位 佐野 1:00:57

第４位 誠風 1:01:01

第５位 北池田 1:01:04

第６位 芝谷 1:01:22

第７位 茨木西 1:01:42

第８位 石尾 1:02:16

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第1区(3㎞) 鳥井  健太(2) 誠風  9:22

第2区(3㎞) 吉本  良真(2) 加美  9:37

第3区(3㎞) 室田  篤季(1) 石尾  9:52

第4区(3㎞) 平島  匠(2) 芝谷  9:36

第5区(3㎞) 坂下  逸樹(2) 誠風 10:14

第6区(3㎞) 津島  慶季(2) 浜寺南  9:58

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

 9:45 曇り 5.0℃ 53％ 北 0.1m/s

競技場
10:00 曇り 5.0℃ 61％ 北東 1.0m/s

11:00 曇り 5.5℃ 54％ 北北西 0.5m/s

11:01 曇り 5.5℃ 54％ 北北西 0.5m/s



男子　 EKIDEN (駅伝)

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第1区
3㎞

第2区
3㎞

第3区
3㎞

第4区
3㎞

第5区
3㎞

第6区
3㎞

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

1 25 1:00:45 高槻二 安達  悠雅(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｶﾞ(2)

(  6)     9:40
(  6)     9:40

窪田  大翔(2)
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ(2)

(  2)    19:28
(  3)     9:48

若林  亮彦(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ(2)

(  1)    29:27
(  2)     9:59

安田  健人(2)
ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ(2)

(  1)    39:44
(  6)    10:17

平山  颯大(2)
ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ(2)

(  2)    50:18
(  9)    10:34

不破  陽輝(1)
ﾌﾜ ﾊﾙｷ(1)

(  1)  1:00:45
(  8)    10:27

2 71 1:00:48 今市 中村  光樹(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ(2)

(  9)     9:44
(  9)     9:44

長谷川  優馬(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ(2)

(  8)    19:38
(  6)     9:54

岸田  一慧(2)
ｷｼﾀﾞ ｲｯｹｲ(2)

(  2)    29:41
(  3)    10:03

竹内  秀多朗(1)
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ(1)

(  3)    39:57
(  5)    10:16

脇坂  耕平(1)
ﾜｷｻｶ ｺｳﾍｲ(1)

(  1)    50:13
(  2)    10:16

金竹  芳樹(2)
ｶﾈﾀｹ ﾖｼｷ(2)

(  2)  1:00:48
( 14)    10:35

3 63 1:00:57 佐野 丸岡  春翔(2)
ﾏﾙｵｶ ﾊﾙﾄ(2)

(  2)     9:25
(  2)     9:25

岩谷  和弥(1)
ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾔ(1)

(  4)    19:33
( 12)    10:08

梶本  歩希(2)
ｶｼﾞﾓﾄ ｱﾕｷ(2)

(  4)    29:44
(  7)    10:11

中野  空翔(2)
ﾅｶﾉ ｸｳﾄ(2)

(  4)    40:12
( 11)    10:28

浅田  浩太(2)
ｱｻﾀﾞ ｺｳﾀ(2)

(  4)    50:41
(  5)    10:29

細川  亮(2)
ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳ(2)

(  3)  1:00:57
(  3)    10:16

4 53 1:01:01 誠風 鳥井  健太(2)
ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ(2)

(  1)     9:22
(  1)     9:22

角谷  和磨(2)
ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ(2)

(  5)    19:36
( 14)    10:14

森野  裕太(2)
ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ(2)

(  7)    30:04
( 13)    10:28

国本  丈司(1)
ｸﾆﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ(1)

(  8)    40:31
(  9)    10:27

坂下  逸樹(2)
ｻｶｼﾀ ｲﾂｷ(2)

(  6)    50:45
(  1)    10:14

小松  一稀(2)
ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ(2)

(  4)  1:01:01
(  3)    10:16

5 60 1:01:04 北池田 畠山  拓澄(2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾄ(2)

( 10)     9:44
( 10)     9:44

浦田　悠生(2)
ｳﾗﾀ ﾕｳｾｲ(2)

(  3)    19:32
(  3)     9:48

竹口　遼(1)
ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｮｳ(1)

(  6)    29:51
( 11)    10:19

手島  望(2)
ﾃｼﾏ ﾉｿﾞﾑ(2)

(  5)    40:23
( 12)    10:32

坂尾  海仁(2)
ｻｶｲ ｶｲﾄ(2)

(  5)    50:44
(  3)    10:21

小林  大一(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ(2)

(  5)  1:01:04
(  5)    10:20

6 27 1:01:22 芝谷 岡田  開成(1)
ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ(1)

(  3)     9:36
(  3)     9:36

乙守  勇志(2)
ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ(2)

(  1)    19:23
(  2)     9:47

冨長  旺一郎(1)
ﾄﾐﾅｶﾞ ｵｳｲﾁﾛｳ(1)

(  9)    30:09
( 19)    10:46

平島  匠(2)
ﾋﾗｼﾏ ﾀｸﾐ(2)

(  2)    39:45
(  1)     9:36

楢崎  祐輔(2)
ﾅﾗｻｷ ﾕｳｽｹ(2)

(  3)    50:31
( 12)    10:46

森本  竜太(1)
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾀ(1)

(  6)  1:01:22
( 24)    10:51

7 19 1:01:42 茨木西 新家  蒼吾(2)
ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ(2)

(  8)     9:43
(  8)     9:43

勝  琉斗(2)
ｶﾂ ﾘｭｳﾄ(2)

(  6)    19:36
(  5)     9:53

藤居  嵐(2)
ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ(2)

(  3)    29:42
(  5)    10:06

中嶋  流人(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ(2)

(  6)    40:26
( 17)    10:44

西辻  莞悟(2)
ﾆｼﾂｼﾞ ｲｵﾘ(2)

(  7)    50:55
(  5)    10:29

近藤  恭志郎(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾛｳ(2)

(  7)  1:01:42
( 21)    10:47

8 54 1:02:16 石尾 杉本  結(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ(2)

(  4)     9:38
(  4)     9:38

柿本  幸誠(1)
ｶｷﾓﾄ ｺｳｾｲ(1)

( 31)    20:47
( 52)    11:09

室田  篤季(1)
ﾑﾛﾀ ｱﾂｷ(1)

( 13)    30:39
(  1)     9:52

東川  瀬空(2)
ﾄｶﾞﾜ ｾｽ(2)

( 10)    40:41
(  3)    10:02

髙川  亮成(2)
ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ(2)

( 10)    51:47
( 24)    11:06

吉岡  力哉(2)
ﾖｼｵｶ ﾘｷﾔ(2)

(  8)  1:02:16
(  9)    10:29

9 13 1:02:45 片山 小蔭　剛(1)
ｺｶｹﾞ ﾂﾖｼ(1)

( 15)     9:52
( 15)     9:52

角野　凌誠(2)
ｽﾐﾉ ﾘｮｳｾｲ(2)

( 11)    19:51
(  8)     9:59

城野　尊流(2)
ｷﾉ ﾀｹﾙ(2)

(  8)    30:06
(  9)    10:15

田辺　敦也(2)
ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ(2)

(  7)    40:30
(  8)    10:24

旨森　隆貴(1)
ﾑﾈﾓﾘ ﾘｭｳｷ(1)

(  9)    51:31
( 19)    11:01

川西　慶昇(1)
ｶﾜﾆｼ ｹｲｼｮｳ(1)

(  9)  1:02:45
( 36)    11:14

10 23 1:02:46 太田 安村  一真(2)
ﾔｽﾑﾗ ｶｽﾞﾏ(2)

( 22)    10:02
( 22)    10:02

牧瀬  漣(2)
ﾏｷｾ ﾚﾝ(2)

( 28)    20:41
( 33)    10:39

鹿子  耕平(1)
ｶﾉｺ ｺｳﾍｲ(1)

( 22)    31:19
( 17)    10:38

植松  右京(1)
ｳｴﾏﾂ ｳｷｮｳ(1)

( 15)    41:40
(  7)    10:21

長榮  貫太(2)
ﾅｶﾞｴ ｶﾝﾀ(2)

( 14)    52:09
(  5)    10:29

中村  望海(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ(2)

( 10)  1:02:46
( 15)    10:37

11 37 1:02:49 交野三 中塚  貴嗣(1)
ﾅｶﾂｶ ﾀｶﾂｸﾞ(1)

( 35)    10:17
( 35)    10:17

田邊  大翔(2)
ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ(2)

( 18)    20:21
( 10)    10:04

井手  蒼人(2)
ｲﾃﾞ ｱｵﾄ(2)

( 11)    30:25
(  4)    10:04

木村  治希(2)
ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ(2)

( 12)    40:52
(  9)    10:27

藤江  健太(1)
ﾌｼﾞｴ ｹﾝﾀ(1)

( 12)    51:56
( 22)    11:04

久米  陽斗(1)
ｸﾒ ﾊﾙﾄ(1)

( 11)  1:02:49
( 25)    10:53

12 5 1:02:52 豊中十一 櫻井  徹平(2)
ｻｸﾗｲ ﾃｯﾍﾟｲ(2)

(  5)     9:40
(  5)     9:40

伊藤  友樹(2)
ｲﾄｳ ﾄﾓｷ(2)

( 10)    19:44
( 10)    10:04

松田  煌希(1)
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ(1)

(  5)    29:50
(  5)    10:06

宮武  諒(1)
ﾐﾔﾀｹ ﾘｮｳ(1)

(  9)    40:40
( 19)    10:50

濱口  海音(1)
ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ(1)

(  8)    51:30
( 14)    10:50

大塚  巧也(1)
ｵｵﾂｶ ﾀｸﾔ(1)

( 12)  1:02:52
( 39)    11:22

13 10 1:03:08 箕面一 島田  大徹(2)
ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾃﾂ(2)

(  7)     9:43
(  7)     9:43

森川  智春(1)
ﾓﾘｶﾜ ﾁﾊﾙ(1)

( 12)    19:59
( 18)    10:16

堀戸  宙(2)
ﾎﾘﾄ ｿﾗ(2)

( 14)    30:43
( 18)    10:44

福本  温基(2)
ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ(2)

( 13)    41:20
( 15)    10:37

佐々木  馨(2)
ｻｻｷ ｶｵﾙ(2)

( 15)    52:10
( 14)    10:50

稲垣  俊輔(1)
ｲﾅｶﾞｷ ｼｭﾝｽｹ(1)

( 13)  1:03:08
( 27)    10:58

14 18 1:03:12 養精 中村  光希(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ(1)

( 26)    10:06
( 26)    10:06

片桐  佳万智(1)
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾏﾁ(1)

( 23)    20:32
( 25)    10:26

工藤  優斗(1)
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾄ(1)

( 19)    31:05
( 15)    10:33

塚田  陸斗(1)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｸﾄ(1)

( 16)    41:41
( 14)    10:36

結城  尚志(1)
ﾕｳｷ ﾅｵｼ(1)

( 13)    52:04
(  4)    10:23

平井  琉暉(2)
ﾋﾗｲ ﾘｭｳｷ(2)

( 14)  1:03:12
( 32)    11:08

15 59 1:03:26 南池田 高藤  夕真(1)
ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾏ(1)

( 19)     9:57
( 19)     9:57

福田  陸和(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ(2)

( 16)    20:15
( 19)    10:18

木山  楽斗(2)
ｷﾔﾏ ｶﾞｸﾄ(2)

( 12)    30:35
( 12)    10:20

堂本  莉玖(2)
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｸ(2)

( 14)    41:21
( 18)    10:46

廣瀬  陽(1)
ﾋﾛｾ ﾖｳ(1)

( 16)    52:23
( 20)    11:02

出合  陽(1)
ﾃﾞｱｲ ﾋﾅﾀ(1)

( 15)  1:03:26
( 29)    11:03

16 3 1:03:28 豊中八 加藤  吏騎(1)
ｶﾄｳ ﾘｷ(1)

( 37)    10:19
( 37)    10:19

松田  篤志(1)
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ(1)

( 25)    20:37
( 19)    10:18

多喜  隼汰(2)
ﾀｷ ﾊﾔﾀ(2)

( 15)    30:53
( 10)    10:16

古谷  智幸(1)
ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ(1)

( 18)    41:51
( 23)    10:58

松本  康太郎(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ(1)

( 18)    52:55
( 22)    11:04

門脇  大悟(1)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾞｲｺﾞ(1)

( 16)  1:03:28
( 13)    10:33

17 61 1:03:39 浜寺南 間嶋  寛希(2)
ﾏｼﾏ ﾋﾛｷ(2)

( 17)     9:54
( 17)     9:54

菅原  健太郎(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ(1)

( 14)    20:09
( 15)    10:15

白石  智己(1)
ｼﾗｲｼ ﾄﾓｷ(1)

( 28)    31:38
( 49)    11:29

吉田  充希(1)
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ(1)

( 30)    42:55
( 36)    11:17

望月  快風丘(2)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ(2)

( 24)    53:41
( 12)    10:46

津島  慶季(2)
ﾂｼﾏ ﾖｼｷ(2)

( 17)  1:03:39
(  1)     9:58

18 38 1:03:49 関西創価 木幡  広明(2)
ｺﾊﾀ ﾋﾛｱｷ(2)

( 13)     9:48
( 13)     9:48

西峯  蒼大(1)
ﾆｼﾐﾈ ｿｳﾀ(1)

( 27)    20:41
( 42)    10:53

藤本  和也(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ(1)

( 30)    31:42
( 30)    11:01

長田  凌弥(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾔ(1)

( 27)    42:40
( 23)    10:58

梅津  青一郎(2)
ｳﾒﾂﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ(2)

( 19)    53:18
( 10)    10:38

近藤  大揺(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ(1)

( 18)  1:03:49
( 10)    10:31

19 52 1:03:51 東陽 宮出  誠大(2)
ﾐﾔﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ(2)

( 11)     9:44
( 11)     9:44

奈良  脩介(2)
ﾅﾗ ｼｭｳｽｹ(2)

(  9)    19:38
(  6)     9:54

井坂  涼太郎(1)
ｲｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ(1)

( 10)    30:10
( 14)    10:32

河本  悟志(1)
ｶﾜﾓﾄ ｻﾄｼ(1)

( 11)    40:45
( 13)    10:35

綿谷  社(1)
ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ(1)

( 11)    51:54
( 25)    11:09

菅  修平(1)
ｽｶﾞ ｼｭｳﾍｲ(1)

( 19)  1:03:51
( 51)    11:57

20 69 1:04:04 相生 増田  良暉(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｷ(2)

( 25)    10:05
( 25)    10:05

豊田  太一(1)
ﾄﾖﾀﾞ ﾀｲﾁ(1)

( 26)    20:40
( 28)    10:35

中津  楓太(2)
ﾅｶﾂ ﾌｳﾀ(2)

( 26)    31:32
( 22)    10:52

西田  良太(1)
ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ(1)

( 26)    42:37
( 31)    11:05

濱野  一輝(2)
ﾊﾏﾉ ｲﾂｷ(2)

( 22)    53:21
( 11)    10:44

馬場  悠貴(2)
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ(2)

( 20)  1:04:04
( 19)    10:43
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21 11 1:04:08 箕面三 大槻　涼人(2)
ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾄ(2)

( 32)    10:14
( 32)    10:14

植木  勇翔(2)
ｳｴｷ ﾕｳﾄ(2)

( 33)    20:49
( 28)    10:35

坂井  宏彰(2)
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ(2)

( 17)    31:03
(  8)    10:14

竹田  侑太(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ(2)

( 20)    41:56
( 20)    10:53

澤柳  陸(1)
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾘｸ(1)

( 21)    53:20
( 33)    11:24

西久保  友輝(2)
ﾆｼｸﾎﾞ ﾄﾓｷ(2)

( 21)  1:04:08
( 23)    10:48

22 22 1:04:17 平田 北浦  健吾(1)
ｷﾀｳﾗ ｹﾝｺﾞ(1)

( 41)    10:23
( 41)    10:23

蟹江  拓翔(2)
ｶﾆｴ ﾀｸﾄ(2)

( 21)    20:31
( 12)    10:08

岩井  亮太(1)
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀ(1)

( 25)    31:31
( 29)    11:00

西口  和希(2)
ﾆｼｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ(2)

( 29)    42:47
( 35)    11:16

大橋  勇仁(2)
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ(2)

( 28)    54:07
( 28)    11:20

佐野  心哉(2)
ｻﾉ ｼﾝﾔ(2)

( 22)  1:04:17
(  2)    10:10

23 21 1:04:24 西陵 宮川  優作(2)
ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｻｸ(2)

( 23)    10:03
( 23)    10:03

松村  樹志(2)
ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂｼ(2)

( 17)    20:18
( 15)    10:15

松本  陽満(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ(1)

( 23)    31:19
( 30)    11:01

三賀森  史士(1)
ﾐｶﾓﾘ ﾁｶｼ(1)

( 24)    42:22
( 28)    11:03

小畑  健次郎(1)
ｺﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ(1)

( 25)    53:43
( 31)    11:21

宇陀  大和(1)
ｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ(1)

( 23)  1:04:24
( 17)    10:41

24 64 1:04:30 日根野 上  雄大(2)
ｳｴ ﾕｳﾀ(2)

( 21)    10:01
( 21)    10:01

安達  大雅(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ(2)

( 24)    20:36
( 28)    10:35

山岸  岳瑠(2)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹﾙ(2)

( 21)    31:09
( 15)    10:33

古田  一吹(1)
ﾌﾙﾀ ｲﾌﾞｷ(1)

( 19)    41:52
( 16)    10:43

藤井  幹太(2)
ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ(2)

( 20)    53:20
( 34)    11:28

釜中  亮輔(2)
ｶﾏﾅｶ ﾘｮｳｽｹ(2)

( 24)  1:04:30
( 34)    11:10

25 46 1:04:35 桜坂 前田  翔(2)
ﾏｴﾀ ｼｮｳ(2)

( 27)    10:07
( 27)    10:07

小柴  芳博(2)
ｺｼﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ(2)

( 29)    20:43
( 31)    10:36

永井  聖也(2)
ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ　(2)

( 29)    31:42
( 26)    10:59

好井  仁(2)
ﾖｼｲ ｼﾞﾝ(2)

( 17)    41:49
(  4)    10:07

島田  叶我(2)
ｼﾏﾀﾞ ｷｮｳｶﾞ(2)

( 17)    52:52
( 21)    11:03

中谷  涼介(1)
ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ(1)

( 25)  1:04:35
( 47)    11:43

26 33 1:04:43 深野 山下  航海(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾜﾀﾙ(2)

( 24)    10:03
( 24)    10:03

高橋  和也(2)
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ(2)

( 13)    20:06
(  9)    10:03

阿部  翔太(2)
ｱﾍ ﾞｼｮｳﾀ(2)

( 18)    31:05
( 26)    10:59

榊原  将汰(2)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ(2)

( 21)    42:00
( 21)    10:55

白石  大河(2)
ｼﾗｲｼ ﾀｲｶﾞ(2)

( 23)    53:34
( 39)    11:34

三上  倖永(2)
ﾐｶﾐ ｺｳｴｲ(2)

( 26)  1:04:43
( 33)    11:09

27 45 1:04:43 大正 森本  晃生(2)
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ(2)

( 38)    10:20
( 38)    10:20

甲斐  暖人(2)
ｶｲ ﾊﾙﾄ(2)

( 30)    20:43
( 23)    10:23

石戸  佑昴(1)
ｲｼﾄﾞ ﾀｽｸ(1)

( 36)    32:22
( 56)    11:39

植木  崇百(2)
ｳｴｷ ﾀｹﾄ(2)

( 23)    42:21
(  2)     9:59

圓山  雷斗(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲﾄ(1)

( 29)    54:19
( 54)    11:58

甲斐  陸人(2)
ｶｲ ﾘｸﾄ(2)

( 27)  1:04:43
(  6)    10:24

28 72 1:05:08 加美 米田  樹生(2)
ｺﾒﾀﾞ ﾀﾂｷ(2)

( 20)     9:59
( 20)     9:59

吉本  良真(2)
ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ(2)

(  7)    19:36
(  1)     9:37

桑原  大和(2)
ｸﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ(2)

( 16)    30:55
( 44)    11:19

山元  滉大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ(2)

( 22)    42:15
( 41)    11:20

竹村  颯太(2)
ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀ(2)

( 26)    53:50
( 41)    11:35

竹本  昌虎(2)
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ(2)

( 28)  1:05:08
( 38)    11:18

29 35 1:05:28 四條畷 奥田  悠貴(2)
ｵｸﾀﾞﾕｳｷ(2)

( 46)    10:35
( 46)    10:35

津田  悠汰(2)
ﾂﾀﾞﾕｳﾀ(2)

( 34)    20:58
( 23)    10:23

横井  優樹(1)
ﾖｺｲﾕｳｷ(1)

( 33)    32:05
( 36)    11:07

金子  将大(1)
ｶﾈｺｼｮｳﾀﾞｲ(1)

( 32)    43:03
( 23)    10:58

池野  輝哉(2)
ｲｹﾉﾃﾙﾔ(2)

( 33)    54:49
( 44)    11:46

津田  笙汰(2)
ﾂﾀﾞｼｮｳﾀ(2)

( 29)  1:05:28
( 16)    10:39

30 31 1:05:30 楠葉 隅田  優希(2)
ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｷ(2)

( 36)    10:19
( 36)    10:19

青木  圭大(2)
ｱｵｷ ｹｲﾀ(2)

( 36)    21:10
( 39)    10:51

新居  真拓(1)
ﾆｲ ﾏﾋﾛ(1)

( 35)    32:09
( 26)    10:59

牛尾  圭佑(1)
ｳｼｵ ｹｲｽｹ(1)

( 34)    43:12
( 28)    11:03

佐々木  大智(1)
ｻｻｷ ﾀｲﾁ(1)

( 30)    54:25
( 26)    11:13

太田  航生(1)
ｵｵﾀ ｺｳｾｲ(1)

( 30)  1:05:30
( 30)    11:05

31 74 1:05:32 墨江丘 山口  旺雅(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ(2)

( 33)    10:15
( 33)    10:15

小笠原  翼(1)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ(1)

( 20)    20:30
( 15)    10:15

福井  将竜(2)
ﾌｸｲ ｼｮｳﾄ(2)

( 32)    32:00
( 51)    11:30

星合  佑紀(1)
ﾎｼｱｲ ﾕｳｷ(1)

( 35)    43:28
( 44)    11:28

栗山  歩希(1)
ｸﾘﾔﾏ ｱﾕｷ(1)

( 38)    55:07
( 42)    11:39

安藤  那起(1)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ(1)

( 31)  1:05:32
(  7)    10:25

32 30 1:05:37 津田 小助川  陸渡(2)
ｺｽｹｶﾞﾜ ﾘｸﾄ(2)

( 53)    10:47
( 53)    10:47

橋本  雅裕(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ(2)

( 54)    21:46
( 44)    10:59

加地  優太(2)
ｶｼﾞ ﾕｳﾀ(2)

( 42)    32:36
( 21)    10:50

織田  卓杜(2)
ｵﾀﾞ ﾀｸﾄ(2)

( 42)    44:07
( 46)    11:31

河合  智弘(1)
ｶﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ(1)

( 31)    54:39
(  8)    10:32

西脇  昊生(2)
ﾆｼﾜｷ ｺｳｾｲ(2)

( 32)  1:05:37
( 27)    10:58

33 1 1:05:42 豊中三 別所  弘規(2)
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾉﾘ(2)

( 18)     9:55
( 18)     9:55

森  悠太(2)
ﾓﾘ ﾕｳﾀ(2)

( 19)    20:21
( 25)    10:26

馬場  耕助(2)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ(2)

( 24)    31:28
( 36)    11:07

有田  羽矢人(2)
ｱﾘﾀ ﾊﾔﾄ(2)

( 25)    42:34
( 33)    11:06

吉里  航(2)
ﾖｼｻﾄ ﾜﾀﾙ(2)

( 27)    54:06
( 37)    11:32

河本  真吾(2)
ｺｳﾓﾄ ｼﾝｺﾞ(2)

( 33)  1:05:42
( 43)    11:36

34 48 1:05:49 河南 森田  健心(2)
ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ(2)

( 47)    10:35
( 47)    10:35

安居  竜生(2)
ｱﾝｺﾞ ﾘｭｳｾｲ(2)

( 53)    21:45
( 54)    11:10

猿渡  元輝(2)
ｻﾙﾜﾀﾘ ｹﾞﾝｷ(2)

( 51)    33:00
( 39)    11:15

春日  奏夢(1)
ｶｽｶﾞ ｶﾅﾑ(1)

( 41)    44:04
( 30)    11:04

髙山  航大(2)
ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ(2)

( 36)    55:02
( 17)    10:58

宮路  奏汰(2)
ﾐﾔｼﾞ ｶﾅﾀ(2)

( 34)  1:05:49
( 21)    10:47

35 28 1:05:49 枚方二 藤原  誠(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ(2)

( 45)    10:28
( 45)    10:28

丸尾  勇人(2)
ﾏﾙｵ ﾊﾔﾄ(2)

( 32)    20:48
( 21)    10:20

平尾  奏太(1)
ﾋﾗｵ ｿｳﾀ(1)

( 31)    31:53
( 34)    11:05

鷲見  健介(1)
ｽﾐ ｹﾝｽｹ(1)

( 43)    44:10
( 61)    12:17

嶋田  樹(1)
ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ(1)

( 37)    55:04
( 16)    10:54

野口  蒼太(1)
ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ(1)

( 35)  1:05:49
( 20)    10:45

36 20 1:06:06 三島 前田  煌希(2)
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ(2)

( 55)    10:49
( 55)    10:49

藤波  颯人(1)
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾊﾔﾄ(1)

( 41)    21:16
( 27)    10:27

田上  祐真(2)
ﾀﾉｳｴ ﾕｳﾏ(2)

( 47)    32:49
( 53)    11:33

方山  春輝(2)
ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ(2)

( 38)    43:48
( 27)    10:59

東  碧一(2)
ﾋｶﾞｼ ｱｵｲ(2)

( 39)    55:10
( 32)    11:22

山田  稔登(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾙﾄ(2)

( 36)  1:06:06
( 26)    10:56

37 39 1:06:26 交野四 渡辺  裕也(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ(2)

( 52)    10:46
( 52)    10:46

北田  耀(1)
ｷﾀﾀﾞ ﾖｳ(1)

( 56)    21:55
( 52)    11:09

野村  悠仁(2)
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ(2)

( 54)    33:18
( 48)    11:23

山本  知侑(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ(1)

( 48)    44:35
( 36)    11:17

木崎  晴彦(1)
ｷｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ(1)

( 45)    55:55
( 28)    11:20

櫻田  圭吾(2)
ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ(2)

( 37)  1:06:26
( 10)    10:31

38 42 1:06:28 長尾西 川﨑  颯(2)
ｶﾜｻｷ ｿｳ(2)

( 14)     9:52
( 14)     9:52

田村  颯真(2)
ﾀﾑﾗ ｿｳﾏ(2)

( 22)    20:31
( 33)    10:39

松本  愛斗(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾄ(1)

( 27)    31:33
( 33)    11:02

妻野  友裕(1)
ﾂﾏﾉ ﾄﾓﾋﾛ(1)

( 31)    42:56
( 43)    11:23

谷  祐大(2)
ﾀﾆ ﾕｳﾀﾞｲ(2)

( 32)    54:49
( 49)    11:53

掛川  航(1)
ｶｹｶﾞﾜ ｺｳ(1)

( 38)  1:06:28
( 44)    11:39

39 70 1:06:36 旭東 村岡  凛大(2)
ﾑﾗｵｶ ﾘﾝﾀ(2)

( 31)    10:14
( 31)    10:14

井上  欧大(1)
ｲﾉｳｴ ｵｳﾀ(1)

( 44)    21:21
( 51)    11:07

中村  開(1)
ﾅｶﾑﾗ ｶｲ(1)

( 37)    32:26
( 34)    11:05

正木  優音(2)
ﾏｻｷ ﾕｳﾈ(2)

( 45)    44:14
( 52)    11:48

木寅  祐弥(1)
ｷﾄﾗ ﾕｳﾔ(1)

( 42)    55:29
( 27)    11:15

堀内  裕大(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ(2)

( 39)  1:06:36
( 31)    11:07

40 65 1:06:40 田尻 澤田  勝英(2)
ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｴｲ(2)

( 16)     9:53
( 16)     9:53

髙木  晴(1)
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙ(1)

( 15)    20:13
( 21)    10:20

坂東  啓太(2)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ(2)

( 20)    31:06
( 24)    10:53

太田  一平(1)
ｵｵﾀ ｲｯﾍﾟｲ(1)

( 28)    42:40
( 47)    11:34

戸口  仁(1)
ﾄｸﾞﾁ ｼﾞﾝ(1)

( 35)    54:58
( 57)    12:18

立田  弥(2)
ﾀﾃﾀﾞ ﾜﾀﾙ(2)

( 40)  1:06:40
( 45)    11:42



男子　 EKIDEN (駅伝)

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第1区
3㎞

第2区
3㎞

第3区
3㎞

第4区
3㎞

第5区
3㎞

第6区
3㎞

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

41 73 1:06:46 井高野 山田  晃鉄(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾃﾂ(2)

( 30)    10:14
( 30)    10:14

兒玉  瑞葵(1)
ｺﾀﾞﾏ ﾐｽﾞｷ(1)

( 42)    21:17
( 48)    11:03

小林  光祐(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ(2)

( 41)    32:35
( 41)    11:18

石原  旦陽(2)
ｲｼﾊﾗ ｱｻﾋ(2)

( 39)    43:53
( 39)    11:18

石原  大耀(2)
ｲｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ(2)

( 40)    55:13
( 28)    11:20

森下  海斗(2)
ﾓﾘｼﾀ ｶｲﾄ(2)

( 41)  1:06:46
( 42)    11:33

42 40 1:06:50 東香里 小久保  貴翔(2)
ｺｸﾎﾞ ﾄﾜ(2)

( 28)    10:11
( 28)    10:11

鈴木  悠太(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ(1)

( 39)    21:15
( 50)    11:04

根本  悠生(1)
ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ(1)

( 34)    32:07
( 22)    10:52

小西  隼人(1)
ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ(1)

( 33)    43:05
( 23)    10:58

梅津  青空(1)
ｳﾒﾂﾞ ﾊﾙﾀｶ(1)

( 34)    54:51
( 44)    11:46

森下  優人(1)
ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾄ(1)

( 42)  1:06:50
( 52)    11:59

43 4 1:07:24 豊中九 伊藤  一優(1)
ｲﾄｳ ﾋﾕｳ(1)

( 29)    10:12
( 29)    10:12

上田  隼輝(1)
ｳｴﾀﾞ ﾄｼｷ(1)

( 40)    21:15
( 48)    11:03

向井  大晴(1)
ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ(1)

( 40)    32:34
( 44)    11:19

山口  剛叶(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾔｽ(2)

( 40)    44:03
( 45)    11:29

白数  脩一郎(2)
ｼﾗｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ(2)

( 43)    55:37
( 39)    11:34

西村  優輝(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ(2)

( 43)  1:07:24
( 49)    11:47

44 56 1:07:30 登美丘 河野  日向(2)
ｺｳﾉ ﾋﾅﾀ(2)

( 48)    10:39
( 48)    10:39

重永  太一(2)
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾀｲﾁ(2)

( 43)    21:18
( 33)    10:39

多賀谷  京介(1)
ﾀｶﾞﾔ ｷｮｳｽｹ(1)

( 44)    32:37
( 44)    11:19

北原  優士(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾄ(1)

( 36)    43:45
( 34)    11:08

松本  裕也(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ(1)

( 44)    55:45
( 55)    12:00

山田  颯馬(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ(1)

( 44)  1:07:30
( 48)    11:45

45 12 1:07:45 吹田一 島田  侑(1)
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ(1)

( 39)    10:20
( 39)    10:20

田川  遥人(1)
ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ(1)

( 37)    21:12
( 40)    10:52

諸角  仁太朗(1)
ﾓﾛｶﾄﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ(1)

( 48)    32:57
( 59)    11:45

白井  健翔(2)
ｼﾗｲ ﾀｹﾄ(2)

( 46)    44:32
( 48)    11:35

遠藤  大介(1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ(1)

( 48)    56:28
( 52)    11:56

関和  昇吾(1)
ｾｷﾜ ｼｮｳｺﾞ(1)

( 45)  1:07:45
( 37)    11:17

46 24 1:08:32 彩都西 松村  香之介(2)
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ(2)

( 57)    10:52
( 57)    10:52

斎藤  健二郎(2)
ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ(2)

( 50)    21:42
( 38)    10:50

野尻  七星(1)
ﾉｼﾘ ﾅﾅｾ(1)

( 38)    32:28
( 19)    10:46

森永  康介(2)
ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳｽｹ(2)

( 37)    43:45
( 36)    11:17

高橋  素(1)
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄ(1)

( 41)    55:16
( 35)    11:31

小倉  栞太(2)
ｺｸﾗ ｶﾝﾀ(2)

( 46)  1:08:32
( 66)    13:16

47 14 1:08:34 吹田山田 大元  翔心(2)
ｵｵﾓﾄ ｼｮｳﾊ(2)

( 43)    10:26
( 43)    10:26

三浦  蒼平(2)
ﾐｳﾗ ｿｳﾍｲ(2)

( 38)    21:14
( 37)    10:48

西野  公人(2)
ﾆｼﾉ ﾋﾛﾄ(2)

( 55)    33:25
( 67)    12:11

大林  輝一(2)
ｵｵﾊﾞﾔｼ ｷｲﾁ(2)

( 55)    45:40
( 60)    12:15

山本  怜央(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾝ(2)

( 56)    58:03
( 59)    12:23

小林  弘英(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｴｲ(1)

( 47)  1:08:34
( 10)    10:31

48 43 1:08:35 石切 西本  奏太(1)
ﾆｼﾓﾄ ｿｳﾀ(1)

( 58)    10:53
( 58)    10:53

川畑  斐楓(1)
ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾌﾞ(1)

( 57)    22:13
( 57)    11:20

近藤  敬太(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ(1)

( 60)    34:17
( 65)    12:04

森  大河(1)
ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ(1)

( 54)    45:36
( 40)    11:19

松村  一輝(1)
ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ(1)

( 54)    57:22
( 44)    11:46

小坂田  太陽(2)
ｵｻｶｶﾞ ﾀｲﾖｳ(2)

( 48)  1:08:35
( 35)    11:13

49 51 1:08:39 松原 田中  大海(2)
ﾀﾅｶ ｶｲ(2)

( 49)    10:40
( 49)    10:40

上垣  好生(2)
ｳｴｶﾞｷ ﾖｼｷ(2)

( 48)    21:35
( 43)    10:55

小名  望生(1)
ｵﾅ ﾐﾂｷ(1)

( 43)    32:36
( 30)    11:01

上別府  遥輝(1)
ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾊﾙｷ(1)

( 47)    44:33
( 56)    11:57

松實  孝樹(2)
ﾏﾂﾐ ｺｳｷ(2)

( 47)    56:21
( 47)    11:48

佐々木  遼(1)
ｻｻｷ ﾘｮｳ(1)

( 49)  1:08:39
( 56)    12:18

50 8 1:08:51 渋谷 杉山  大斗(2)
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾄ(2)

( 62)    11:07
( 62)    11:07

田村  英稔(1)
ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ(1)

( 52)    21:43
( 31)    10:36

鈴木  康太(1)
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ(1)

( 52)    33:01
( 41)    11:18

小林  十夢(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾑ(1)

( 49)    44:56
( 55)    11:55

山﨑  太陽(2)
ﾔﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ(2)

( 53)    57:21
( 61)    12:25

真鍋  遥輝(2)
ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ(2)

( 50)  1:08:51
( 40)    11:30

51 36 1:08:51 交野二 小嶋  隼人(2)
ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ(2)

( 42)    10:25
( 42)    10:25

雲川  涼(1)
ｸﾓｶﾜ ﾘｮｳ(1)

( 49)    21:39
( 55)    11:14

佐藤  太樹(1)
ｻﾄｳ ﾀｲｷ(1)

( 53)    33:11
( 52)    11:32

川口  鉄生(1)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ(1)

( 51)    44:58
( 51)    11:47

中井  幹太(2)
ﾅｶｲ ｶﾝﾀ(2)

( 50)    56:46
( 47)    11:48

後藤  智博(2)
ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ(2)

( 51)  1:08:51
( 53)    12:05

52 7 1:09:14 池田 玉野  篤輝(1)
ﾀﾏﾉ ｱﾂｷ(1)

( 54)    10:48
( 54)    10:48

佐藤  史弥(2)
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ(2)

( 46)    21:34
( 36)    10:46

西岡  大樹(2)
ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ(2)

( 39)    32:29
( 25)    10:55

杉立  凜太朗(1)
ｽｷﾞﾀﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ(1)

( 44)    44:11
( 49)    11:42

金田  壮平(1)
ｶﾅﾀﾞ ｿｳﾍｲ(1)

( 46)    56:04
( 49)    11:53

内藤  毅(2)
ﾅｲﾄｳ ﾂﾖｼ(2)

( 52)  1:09:14
( 65)    13:10

53 67 1:09:33 淡路 屋良  琉星(2)
ﾔﾗ ﾘｭｳｾｲ(2)

( 12)     9:45
( 12)     9:45

藤本  大輝(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ(2)

( 47)    21:34
( 61)    11:49

冨加見  優輝(2)
ﾌｶﾐ ﾕｳｷ(2)

( 46)    32:46
( 38)    11:12

福原  虎汰郎(2)
ﾌｸﾊﾗ ｺﾀﾛｳ(2)

( 53)    45:13
( 64)    12:27

鈴木  蓮音(1)
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ(1)

( 52)    57:08
( 51)    11:55

福田  玄徳(2)
ﾌｸﾀﾞ ｹﾞﾝﾄｸ(2)

( 53)  1:09:33
( 59)    12:25

54 32 1:09:36 門真五 胡  明智(2)
ﾌｳ ﾐﾝﾂｳ(2)

( 63)    11:08
( 63)    11:08

内藤  大頌(2)
ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ(2)

( 64)    23:08
( 65)    12:00

下池  勝真(1)
ｼﾓｲｹ ｶﾂﾏ(1)

( 63)    34:43
( 54)    11:35

宮本  幸宣(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ(2)

( 56)    45:48
( 31)    11:05

安藤  有輝(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ(2)

( 51)    56:46
( 17)    10:58

淀  真那斗(2)
ﾖﾄﾞ ﾏﾅﾄ(2)

( 54)  1:09:36
( 62)    12:50

55 66 1:09:48 美津島 杉本  麗也(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲﾔ(2)

( 70)    11:45
( 70)    11:45

天川  拓也(1)
ｱﾏｶﾜ ﾀｸﾔ(1)

( 70)    23:51
( 70)    12:06

羽山  寿樹(1)
ﾊﾔﾏ ｼﾞｭｷ(1)

( 64)    35:12
( 47)    11:21

横手  希(1)
ﾖｺﾃ ﾉｿﾞﾐ(1)

( 64)    46:56
( 50)    11:44

大上  力揮(1)
ｵｵｳｴ ﾘｷ(1)

( 60)    59:07
( 56)    12:11

河野  龍真(2)
ｺｳﾉ ﾘｭｳﾏ(2)

( 55)  1:09:48
( 17)    10:41

56 50 1:09:52 峰塚 佐野  颯人(2)
ｻﾉ ﾊﾔﾄ(2)

( 44)    10:27
( 44)    10:27

眞銅  璃玖(2)
ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｸ(2)

( 58)    22:26
( 64)    11:59

清水  涼太(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ(2)

( 59)    34:13
( 61)    11:47

大久保  岳(1)
ｵｵｸﾎﾞ ｶﾞｸ(1)

( 58)    46:25
( 58)    12:12

和田  晴人(2)
ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ(2)

( 58)    58:21
( 52)    11:56

水本  佳司(2)
ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ(2)

( 56)  1:09:52
( 41)    11:31

57 49 1:09:55 長野東 北峯  志竜(2)
ｷﾀﾐﾈ ｼﾘｭｳ(2)

( 34)    10:16
( 34)    10:16

吉田  心(2)
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ(2)

( 35)    21:08
( 40)    10:52

仲野  慎平(1)
ﾅｶﾉ ｼﾝﾍﾟｲ(1)

( 49)    32:58
( 62)    11:50

前田  総一郎(1)
ﾏｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ(1)

( 50)    44:58
( 57)    12:00

茶谷  悠貴(1)
ﾁｬﾀﾆ ﾊﾙｷ(1)

( 49)    56:29
( 35)    11:31

岡田  寧翔(1)
ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞﾏ(1)

( 57)  1:09:55
( 68)    13:26

58 17 1:09:59 摂津三 岡本  壮太(2)
ｵｶﾓﾄ ｿｳﾀ(2)

( 64)    11:10
( 64)    11:10

増田  伊吹(2)
ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ(2)

( 59)    22:27
( 56)    11:17

酒巻  航(2)
ｻｶﾏｷ ﾜﾀﾙ(2)

( 58)    34:05
( 55)    11:38

米田  僚介(2)
ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ(2)

( 57)    45:55
( 53)    11:50

アサンデイ  りゅう(1)

ｱｻﾝﾃﾞｲ ﾘｭｳ(1)
( 55)    57:40
( 43)    11:45

張  宇棟(1)
ﾁｮｳ ｳﾄｳ(1)

( 58)  1:09:59
( 57)    12:19

59 34 1:10:41 交野一 三宅  勇輝(1)
ﾐﾔｹ ﾕｳｷ(1)

( 40)    10:23
( 40)    10:23

山田  高生(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ(1)

( 45)    21:25
( 47)    11:02

秋元  翼(1)
ｱｷﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ(1)

( 45)    32:43
( 41)    11:18

梅谷  功貴(2)
ｳﾒﾀﾆ ｺｳｷ(2)

( 52)    45:01
( 62)    12:18

細見  駿斗(1)
ﾎｿﾐ ﾊﾔﾄ(1)

( 57)    58:09
( 69)    13:08

吉岡  真(2)
ﾖｼｵｶ ｼﾝ(2)

( 59)  1:10:41
( 60)    12:32

60 44 1:10:58 龍華 福永  一哉(2)
ﾌｸﾅｶﾞ ｲﾂﾔ(2)

( 56)    10:52
( 56)    10:52

石橋  麟太郎(1)
ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝﾀﾛｳ(1)

( 55)    21:51
( 44)    10:59

城野  廉人(1)
ｼﾞｮｳﾉ ﾚﾝﾄ(1)

( 56)    33:51
( 63)    12:00

小野  優太(2)
ｵﾉ ﾕｳﾀ(2)

( 59)    46:25
( 66)    12:34

脇本  祥太(1)
ﾜｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ(1)

( 62)    59:09
( 65)    12:44

谷田  智哉(1)
ﾀﾆﾀﾞ ﾄﾓﾔ(1)

( 60)  1:10:58
( 50)    11:49
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61 29 1:11:39 枚方四 増田  陸人(1)
ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ(1)

( 60)    11:05
( 60)    11:05

市成  晃大(2)
ｲﾁﾅﾘ ｺｳﾀ(2)

( 62)    22:40
( 60)    11:35

岡田  空(2)
ｵｶﾀﾞ ｿﾗ(2)

( 61)    34:19
( 56)    11:39

一法師  直人(2)
ｲｯﾎﾟｳｼ ﾅｵﾄ(2)

( 62)    46:50
( 65)    12:31

小森  優輝(2)
ｺﾓﾘ ﾕｳｷ(2)

( 64)    59:57
( 68)    13:07

西谷  豪隼(2)
ﾆｼﾀﾆ ｺﾞｳｼﾞｭﾝ(2)

( 61)  1:11:39
( 45)    11:42

62 62 1:11:40 久米田 柏原  秀哉(2)
ｶｼﾊﾗ ｼｭｳﾔ(2)

( 61)    11:06
( 61)    11:06

下方  遥人(2)
ｹﾞﾎｳ ﾊﾙﾄ(2)

( 60)    22:31
( 59)    11:25

清水  優介(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ(2)

( 57)    34:00
( 49)    11:29

荒木  啓仁(2)
ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ(2)

( 63)    46:55
( 68)    12:55

松本  侑大(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ(2)

( 63)    59:31
( 63)    12:36

木田  恵翔(1)
ｷﾀﾞ ｹｲﾄ(1)

( 62)  1:11:40
( 55)    12:09

63 16 1:11:53 佐井寺 岡  駿太朗(1)
ｵｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ(1)

( 67)    11:17
( 67)    11:17

鈴木  新大(1)
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ(1)

( 68)    23:22
( 69)    12:05

岸本  圭吾(1)
ｷｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ(1)

( 67)    35:22
( 63)    12:00

岩永  耕輝(1)
ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ(1)

( 60)    46:43
( 42)    11:21

水野  航佑(1)
ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ(1)

( 59)    59:01
( 57)    12:18

小川  蒼空(2)
ｵｶﾞﾜ ｿﾗ(2)

( 63)  1:11:53
( 63)    12:52

64 6 1:11:55 豊中十六 藤井  悠生(2)
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ(2)

( 65)    11:12
( 65)    11:12

リード  来優(1)
ﾘｰﾄﾞ ﾗｲｳ(1)

( 61)    22:36
( 58)    11:24

松村  高祐(2)
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ(2)

( 62)    34:19
( 58)    11:43

安達  秋太(1)
ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ(1)

( 61)    46:44
( 63)    12:25

井上  琉空斗(1)
ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ(1)

( 61)    59:08
( 60)    12:24

能勢  琉聖(1)
ﾉｾ ﾘｭｳｾｲ(1)

( 64)  1:11:55
( 61)    12:47

65 9 1:12:20 大教大池田 稲冨  佑(2)
ｲﾅﾄﾐ ﾕｳ(2)

( 71)    12:55
( 71)    12:55

竹内  聡(2)
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ(2)

( 71)    24:46
( 62)    11:51

佐野  俊介(1)
ｻﾉ ｼｭﾝｽｹ(1)

( 71)    37:31
( 71)    12:45

浦野  凱斗(2)
ｳﾗﾉ ｶｲﾄ(2)

( 68)    48:28
( 22)    10:57

佐野  康介(1)
ｻﾉ ｺｳｽｹ(1)

( 65)  1:00:00
( 37)    11:32

河野  幸平(2)
ｶﾜﾉ ｺｳﾍｲ(2)

( 65)  1:12:20
( 58)    12:20

66 15 1:12:32 南千里 大門  玄季(2)
ｵｵｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ(2)

( 69)    11:42
( 69)    11:42

高橋  功一(1)
ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ(1)

( 69)    23:45
( 66)    12:03

中井  響(1)
ﾅｶｲ ﾋﾋﾞｷ(1)

( 68)    35:31
( 60)    11:46

的場  望実(1)
ﾏﾄﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ(1)

( 66)    47:44
( 59)    12:13

奥地  優彦(1)
ｵｸｼﾞ ﾏｻﾋｺ(1)

( 66)  1:00:25
( 64)    12:41

武内  楓磨(1)
ﾀｹｳﾁ ﾌｳﾏ(1)

( 66)  1:12:32
( 54)    12:07

67 26 1:13:44 高槻三 上田  時尭(2)
ｳｴﾀﾞ ﾄｷﾀｶ(2)

( 59)    11:05
( 59)    11:05

前田  海輝(1)
ﾏｴﾀﾞ ｶｲｷ(1)

( 65)    23:09
( 67)    12:04

石田  拓己(2)
ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ(2)

( 65)    35:13
( 65)    12:04

三木  昊太朗(1)
ﾐｷ ｺｳﾀﾛｳ(1)

( 67)    47:58
( 67)    12:45

松本  遥輝(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ(2)

( 67)  1:00:52
( 67)    12:54

安芸  陸哉(2)
ｱｷ ﾘｸﾔ(2)

( 67)  1:13:44
( 63)    12:52

68 68 1:14:46 東淀 高橋  煌太(2)
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ(2)

( 50)    10:41
( 50)    10:41

椿本  天鵬(2)
ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ﾃﾝﾎｳ(2)

( 63)    22:51
( 71)    12:10

増田  遥斗(1)
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ(1)

( 66)    35:14
( 69)    12:23

藤関  諒成(1)
ﾌｼﾞｾｷ ﾘｮｳｾｲ(1)

( 69)    48:31
( 70)    13:17

赤澤  虎太朗(2)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ(2)

( 68)  1:01:21
( 66)    12:50

水原  涼(2)
ﾐｽﾞﾊﾗ ﾘｮｳ(2)

( 68)  1:14:46
( 67)    13:25

69 57 1:15:11 郷荘 西原  暖太(1)
ﾆｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ(1)

( 66)    11:16
( 66)    11:16

中村  優希(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ(1)

( 66)    23:20
( 67)    12:04

辻  純輝空(1)
ﾂｼﾞ ｼﾞｭｷｱ(1)

( 69)    35:35
( 68)    12:15

文山  湧月(1)
ﾌﾐﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ(1)

( 70)    48:47
( 69)    13:12

五味  優人(1)
ｺﾞﾐ ﾕｳﾄ(1)

( 69)  1:01:21
( 62)    12:34

辻  彬正(1)
ﾂｼﾞ ｱｷﾏｻ(1)

( 69)  1:15:11
( 69)    13:50

70 2 1:17:11 豊中五 龍  輝琉(1)
ﾘｭｳ ﾋｶﾙ(1)

( 68)    11:28
( 68)    11:28

山﨑  佑馬(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ(1)

( 67)    23:21
( 63)    11:53

島田  悠生(1)
ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ(1)

( 70)    35:49
( 70)    12:28

増田  光佑(1)
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ(1)

( 65)    47:43
( 54)    11:54

初瀬部  雄大(1)
ﾊｾﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ(1)

( 70)  1:03:04
( 70)    15:21

武田  恒輝(1)
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ(1)

( 70)  1:17:11
( 70)    14:07

47 誉田 石田  真那斗(1)
ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ(1)

( 51)    10:42
( 51)    10:42

小林  篤史(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ(2)

( 51)    21:42
( 46)    11:00

武田  憧磨(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ(1)

( 50)    32:59
( 40)    11:17       !             !             !       

41 DNS 桜丘

55 DNS 福泉

58 DNS 光明台

75 DNS 我孫子南

凡例 DNS:欠    場/ !…区間未完走



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第1区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 53  9:22 誠風 鳥井  健太(2) ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ(2)
  2 63  9:25 佐野 丸岡  春翔(2) ﾏﾙｵｶ ﾊﾙﾄ(2)
  3 27  9:36 芝谷 岡田  開成(1) ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ(1)
  4 54  9:38 石尾 杉本  結(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ(2)
  5 5  9:40 豊中十一 櫻井  徹平(2) ｻｸﾗｲ ﾃｯﾍﾟｲ(2)
  6 25  9:40 高槻二 安達  悠雅(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｶﾞ(2)
  7 10  9:43 箕面一 島田  大徹(2) ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾃﾂ(2)
  8 19  9:43 茨木西 新家  蒼吾(2) ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ(2)
  9 71  9:44 今市 中村  光樹(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ(2)
 10 60  9:44 北池田 畠山  拓澄(2) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾄ(2)
 11 52  9:44 東陽 宮出  誠大(2) ﾐﾔﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ(2)
 12 67  9:45 淡路 屋良  琉星(2) ﾔﾗ ﾘｭｳｾｲ(2)
 13 38  9:48 関西創価 木幡  広明(2) ｺﾊﾀ ﾋﾛｱｷ(2)
 14 42  9:52 長尾西 川﨑  颯(2) ｶﾜｻｷ ｿｳ(2)
 15 13  9:52 片山 小蔭　剛(1) ｺｶｹﾞ ﾂﾖｼ(1)
 16 65  9:53 田尻 澤田  勝英(2) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｴｲ(2)
 17 61  9:54 浜寺南 間嶋  寛希(2) ﾏｼﾏ ﾋﾛｷ(2)
 18 1  9:55 豊中三 別所  弘規(2) ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾉﾘ(2)
 19 59  9:57 南池田 高藤  夕真(1) ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾏ(1)
 20 72  9:59 加美 米田  樹生(2) ｺﾒﾀﾞ ﾀﾂｷ(2)
 21 64 10:01 日根野 上  雄大(2) ｳｴ ﾕｳﾀ(2)
 22 23 10:02 太田 安村  一真(2) ﾔｽﾑﾗ ｶｽﾞﾏ(2)
 23 21 10:03 西陵 宮川  優作(2) ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｻｸ(2)
 24 33 10:03 深野 山下  航海(2) ﾔﾏｼﾀ ﾜﾀﾙ(2)
 25 69 10:05 相生 増田  良暉(2) ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｷ(2)
 26 18 10:06 養精 中村  光希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ(1)
 27 46 10:07 桜坂 前田  翔(2) ﾏｴﾀ ｼｮｳ(2)
 28 40 10:11 東香里 小久保  貴翔(2) ｺｸﾎﾞ ﾄﾜ(2)
 29 4 10:12 豊中九 伊藤  一優(1) ｲﾄｳ ﾋﾕｳ(1)
 30 73 10:14 井高野 山田  晃鉄(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺﾃﾂ(2)
 31 70 10:14 旭東 村岡  凛大(2) ﾑﾗｵｶ ﾘﾝﾀ(2)
 32 11 10:14 箕面三 大槻　涼人(2) ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾄ(2)
 33 74 10:15 墨江丘 山口  旺雅(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ(2)
 34 49 10:16 長野東 北峯  志竜(2) ｷﾀﾐﾈ ｼﾘｭｳ(2)
 35 37 10:17 交野三 中塚  貴嗣(1) ﾅｶﾂｶ ﾀｶﾂｸﾞ(1)
 36 31 10:19 楠葉 隅田  優希(2) ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｷ(2)
 37 3 10:19 豊中八 加藤  吏騎(1) ｶﾄｳ ﾘｷ(1)
 38 45 10:20 大正 森本  晃生(2) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ(2)
 39 12 10:20 吹田一 島田  侑(1) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ(1)
 40 34 10:23 交野一 三宅  勇輝(1) ﾐﾔｹ ﾕｳｷ(1)
 41 22 10:23 平田 北浦  健吾(1) ｷﾀｳﾗ ｹﾝｺﾞ(1)
 42 36 10:25 交野二 小嶋  隼人(2) ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ(2)
 43 14 10:26 吹田山田 大元  翔心(2) ｵｵﾓﾄ ｼｮｳﾊ(2)
 44 50 10:27 峰塚 佐野  颯人(2) ｻﾉ ﾊﾔﾄ(2)
 45 28 10:28 枚方二 藤原  誠(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ(2)
 46 35 10:35 四條畷 奥田  悠貴(2) ｵｸﾀﾞﾕｳｷ(2)
 47 48 10:35 河南 森田  健心(2) ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾝ(2)
 48 56 10:39 登美丘 河野  日向(2) ｺｳﾉ ﾋﾅﾀ(2)
 49 51 10:40 松原 田中  大海(2) ﾀﾅｶ ｶｲ(2)
 50 68 10:41 東淀 高橋  煌太(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ(2)
 51 47 10:42 誉田 石田  真那斗(1) ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ(1)
 52 39 10:46 交野四 渡辺  裕也(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ(2)
 53 30 10:47 津田 小助川  陸渡(2) ｺｽｹｶﾞﾜ ﾘｸﾄ(2)
 54 7 10:48 池田 玉野  篤輝(1) ﾀﾏﾉ ｱﾂｷ(1)
 55 20 10:49 三島 前田  煌希(2) ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ(2)
 56 44 10:52 龍華 福永  一哉(2) ﾌｸﾅｶﾞ ｲﾂﾔ(2)
 57 24 10:52 彩都西 松村  香之介(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ(2)
 58 43 10:53 石切 西本  奏太(1) ﾆｼﾓﾄ ｿｳﾀ(1)
 59 26 11:05 高槻三 上田  時尭(2) ｳｴﾀﾞ ﾄｷﾀｶ(2)
 60 29 11:05 枚方四 増田  陸人(1) ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ(1)
 61 62 11:06 久米田 柏原  秀哉(2) ｶｼﾊﾗ ｼｭｳﾔ(2)
 62 8 11:07 渋谷 杉山  大斗(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾄ(2)
 63 32 11:08 門真五 胡  明智(2) ﾌｳ ﾐﾝﾂｳ(2)
 64 17 11:10 摂津三 岡本  壮太(2) ｵｶﾓﾄ ｿｳﾀ(2)
 65 6 11:12 豊中十六 藤井  悠生(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ(2)
 66 57 11:16 郷荘 西原  暖太(1) ﾆｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ(1)
 67 16 11:17 佐井寺 岡  駿太朗(1) ｵｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ(1)
 68 2 11:28 豊中五 龍  輝琉(1) ﾘｭｳ ﾋｶﾙ(1)
 69 15 11:42 南千里 大門  玄季(2) ｵｵｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ(2)
 70 66 11:45 美津島 杉本  麗也(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲﾔ(2)
 71 9 12:55 大教大池田 稲冨  佑(2) ｲﾅﾄﾐ ﾕｳ(2)

41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第2区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 72  9:37 加美 吉本  良真(2) ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ(2)
  2 27  9:47 芝谷 乙守  勇志(2) ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ(2)
  3 25  9:48 高槻二 窪田  大翔(2) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ(2)
  3 60  9:48 北池田 浦田　悠生(2) ｳﾗﾀ ﾕｳｾｲ(2)
  5 19  9:53 茨木西 勝  琉斗(2) ｶﾂ ﾘｭｳﾄ(2)
  6 52  9:54 東陽 奈良  脩介(2) ﾅﾗ ｼｭｳｽｹ(2)
  6 71  9:54 今市 長谷川  優馬(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ(2)
  8 13  9:59 片山 角野　凌誠(2) ｽﾐﾉ ﾘｮｳｾｲ(2)
  9 33 10:03 深野 高橋  和也(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ(2)
 10 5 10:04 豊中十一 伊藤  友樹(2) ｲﾄｳ ﾄﾓｷ(2)
 10 37 10:04 交野三 田邊  大翔(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ(2)
 12 22 10:08 平田 蟹江  拓翔(2) ｶﾆｴ ﾀｸﾄ(2)
 12 63 10:08 佐野 岩谷  和弥(1) ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾔ(1)
 14 53 10:14 誠風 角谷  和磨(2) ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ(2)
 15 21 10:15 西陵 松村  樹志(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂｼ(2)
 15 61 10:15 浜寺南 菅原  健太郎(1) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ(1)
 15 74 10:15 墨江丘 小笠原  翼(1) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ(1)
 18 10 10:16 箕面一 森川  智春(1) ﾓﾘｶﾜ ﾁﾊﾙ(1)
 19 3 10:18 豊中八 松田  篤志(1) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ(1)
 19 59 10:18 南池田 福田  陸和(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ(2)
 21 28 10:20 枚方二 丸尾  勇人(2) ﾏﾙｵ ﾊﾔﾄ(2)
 21 65 10:20 田尻 髙木  晴(1) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙ(1)
 23 35 10:23 四條畷 津田  悠汰(2) ﾂﾀﾞﾕｳﾀ(2)
 23 45 10:23 大正 甲斐  暖人(2) ｶｲ ﾊﾙﾄ(2)
 25 1 10:26 豊中三 森  悠太(2) ﾓﾘ ﾕｳﾀ(2)
 25 18 10:26 養精 片桐  佳万智(1) ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾏﾁ(1)
 27 20 10:27 三島 藤波  颯人(1) ﾌｼﾞﾅﾐ ﾊﾔﾄ(1)
 28 11 10:35 箕面三 植木  勇翔(2) ｳｴｷ ﾕｳﾄ(2)
 28 64 10:35 日根野 安達  大雅(2) ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ(2)
 28 69 10:35 相生 豊田  太一(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾀｲﾁ(1)
 31 8 10:36 渋谷 田村  英稔(1) ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ(1)
 31 46 10:36 桜坂 小柴  芳博(2) ｺｼﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ(2)
 33 23 10:39 太田 牧瀬  漣(2) ﾏｷｾ ﾚﾝ(2)
 33 42 10:39 長尾西 田村  颯真(2) ﾀﾑﾗ ｿｳﾏ(2)
 33 56 10:39 登美丘 重永  太一(2) ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾀｲﾁ(2)
 36 7 10:46 池田 佐藤  史弥(2) ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ(2)
 37 14 10:48 吹田山田 三浦  蒼平(2) ﾐｳﾗ ｿｳﾍｲ(2)
 38 24 10:50 彩都西 斎藤  健二郎(2) ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ(2)
 39 31 10:51 楠葉 青木  圭大(2) ｱｵｷ ｹｲﾀ(2)
 40 12 10:52 吹田一 田川  遥人(1) ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ(1)
 40 49 10:52 長野東 吉田  心(2) ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ(2)
 42 38 10:53 関西創価 西峯  蒼大(1) ﾆｼﾐﾈ ｿｳﾀ(1)
 43 51 10:55 松原 上垣  好生(2) ｳｴｶﾞｷ ﾖｼｷ(2)
 44 30 10:59 津田 橋本  雅裕(2) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ(2)
 44 44 10:59 龍華 石橋  麟太郎(1) ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝﾀﾛｳ(1)
 46 47 11:00 誉田 小林  篤史(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ(2)
 47 34 11:02 交野一 山田  高生(1) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ(1)
 48 4 11:03 豊中九 上田  隼輝(1) ｳｴﾀﾞ ﾄｼｷ(1)
 48 73 11:03 井高野 兒玉  瑞葵(1) ｺﾀﾞﾏ ﾐｽﾞｷ(1)
 50 40 11:04 東香里 鈴木  悠太(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ(1)
 51 70 11:07 旭東 井上  欧大(1) ｲﾉｳｴ ｵｳﾀ(1)
 52 39 11:09 交野四 北田  耀(1) ｷﾀﾀﾞ ﾖｳ(1)
 52 54 11:09 石尾 柿本  幸誠(1) ｶｷﾓﾄ ｺｳｾｲ(1)
 54 48 11:10 河南 安居  竜生(2) ｱﾝｺﾞ ﾘｭｳｾｲ(2)
 55 36 11:14 交野二 雲川  涼(1) ｸﾓｶﾜ ﾘｮｳ(1)
 56 17 11:17 摂津三 増田  伊吹(2) ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ(2)
 57 43 11:20 石切 川畑  斐楓(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾌﾞ(1)
 58 6 11:24 豊中十六 リード  来優(1) ﾘｰﾄﾞ ﾗｲｳ(1)
 59 62 11:25 久米田 下方  遥人(2) ｹﾞﾎｳ ﾊﾙﾄ(2)
 60 29 11:35 枚方四 市成  晃大(2) ｲﾁﾅﾘ ｺｳﾀ(2)
 61 67 11:49 淡路 藤本  大輝(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ(2)
 62 9 11:51 大教大池田 竹内  聡(2) ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ(2)
 63 2 11:53 豊中五 山﨑  佑馬(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ(1)
 64 50 11:59 峰塚 眞銅  璃玖(2) ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｸ(2)
 65 32 12:00 門真五 内藤  大頌(2) ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ(2)
 66 15 12:03 南千里 高橋  功一(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ(1)
 67 26 12:04 高槻三 前田  海輝(1) ﾏｴﾀﾞ ｶｲｷ(1)
 67 57 12:04 郷荘 中村  優希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ(1)
 69 16 12:05 佐井寺 鈴木  新大(1) ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ(1)
 70 66 12:06 美津島 天川  拓也(1) ｱﾏｶﾜ ﾀｸﾔ(1)
 71 68 12:10 東淀 椿本  天鵬(2) ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ﾃﾝﾎｳ(2)

41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第3区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 54  9:52 石尾 室田  篤季(1) ﾑﾛﾀ ｱﾂｷ(1)
  2 25  9:59 高槻二 若林  亮彦(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ(2)
  3 71 10:03 今市 岸田  一慧(2) ｷｼﾀﾞ ｲｯｹｲ(2)
  4 37 10:04 交野三 井手  蒼人(2) ｲﾃﾞ ｱｵﾄ(2)
  5 5 10:06 豊中十一 松田  煌希(1) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ(1)
  5 19 10:06 茨木西 藤居  嵐(2) ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ(2)
  7 63 10:11 佐野 梶本  歩希(2) ｶｼﾞﾓﾄ ｱﾕｷ(2)
  8 11 10:14 箕面三 坂井  宏彰(2) ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ(2)
  9 13 10:15 片山 城野　尊流(2) ｷﾉ ﾀｹﾙ(2)
 10 3 10:16 豊中八 多喜  隼汰(2) ﾀｷ ﾊﾔﾀ(2)
 11 60 10:19 北池田 竹口　遼(1) ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｮｳ(1)
 12 59 10:20 南池田 木山  楽斗(2) ｷﾔﾏ ｶﾞｸﾄ(2)
 13 53 10:28 誠風 森野  裕太(2) ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ(2)
 14 52 10:32 東陽 井坂  涼太郎(1) ｲｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ(1)
 15 18 10:33 養精 工藤  優斗(1) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾄ(1)
 15 64 10:33 日根野 山岸  岳瑠(2) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹﾙ(2)
 17 23 10:38 太田 鹿子  耕平(1) ｶﾉｺ ｺｳﾍｲ(1)
 18 10 10:44 箕面一 堀戸  宙(2) ﾎﾘﾄ ｿﾗ(2)
 19 24 10:46 彩都西 野尻  七星(1) ﾉｼﾘ ﾅﾅｾ(1)
 19 27 10:46 芝谷 冨長  旺一郎(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ｵｳｲﾁﾛｳ(1)
 21 30 10:50 津田 加地  優太(2) ｶｼﾞ ﾕｳﾀ(2)
 22 40 10:52 東香里 根本  悠生(1) ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ(1)
 22 69 10:52 相生 中津  楓太(2) ﾅｶﾂ ﾌｳﾀ(2)
 24 65 10:53 田尻 坂東  啓太(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ(2)
 25 7 10:55 池田 西岡  大樹(2) ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ(2)
 26 31 10:59 楠葉 新居  真拓(1) ﾆｲ ﾏﾋﾛ(1)
 26 33 10:59 深野 阿部  翔太(2) ｱﾍ ﾞｼｮｳﾀ(2)
 26 46 10:59 桜坂 永井  聖也(2) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ　(2)
 29 22 11:00 平田 岩井  亮太(1) ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀ(1)
 30 21 11:01 西陵 松本  陽満(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ(1)
 30 38 11:01 関西創価 藤本  和也(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ(1)
 30 51 11:01 松原 小名  望生(1) ｵﾅ ﾐﾂｷ(1)
 33 42 11:02 長尾西 松本  愛斗(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾄ(1)
 34 28 11:05 枚方二 平尾  奏太(1) ﾋﾗｵ ｿｳﾀ(1)
 34 70 11:05 旭東 中村  開(1) ﾅｶﾑﾗ ｶｲ(1)
 36 1 11:07 豊中三 馬場  耕助(2) ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ(2)
 36 35 11:07 四條畷 横井  優樹(1) ﾖｺｲﾕｳｷ(1)
 38 67 11:12 淡路 冨加見  優輝(2) ﾌｶﾐ ﾕｳｷ(2)
 39 48 11:15 河南 猿渡  元輝(2) ｻﾙﾜﾀﾘ ｹﾞﾝｷ(2)
 40 47 11:17 誉田 武田  憧磨(1) ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ(1)
 41 8 11:18 渋谷 鈴木  康太(1) ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ(1)
 41 34 11:18 交野一 秋元  翼(1) ｱｷﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ(1)
 41 73 11:18 井高野 小林  光祐(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ(2)
 44 4 11:19 豊中九 向井  大晴(1) ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ(1)
 44 56 11:19 登美丘 多賀谷  京介(1) ﾀｶﾞﾔ ｷｮｳｽｹ(1)
 44 72 11:19 加美 桑原  大和(2) ｸﾜﾊﾗ ﾔﾏﾄ(2)
 47 66 11:21 美津島 羽山  寿樹(1) ﾊﾔﾏ ｼﾞｭｷ(1)
 48 39 11:23 交野四 野村  悠仁(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ(2)
 49 61 11:29 浜寺南 白石  智己(1) ｼﾗｲｼ ﾄﾓｷ(1)
 49 62 11:29 久米田 清水  優介(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ(2)
 51 74 11:30 墨江丘 福井  将竜(2) ﾌｸｲ ｼｮｳﾄ(2)
 52 36 11:32 交野二 佐藤  太樹(1) ｻﾄｳ ﾀｲｷ(1)
 53 20 11:33 三島 田上  祐真(2) ﾀﾉｳｴ ﾕｳﾏ(2)
 54 32 11:35 門真五 下池  勝真(1) ｼﾓｲｹ ｶﾂﾏ(1)
 55 17 11:38 摂津三 酒巻  航(2) ｻｶﾏｷ ﾜﾀﾙ(2)
 56 29 11:39 枚方四 岡田  空(2) ｵｶﾀﾞ ｿﾗ(2)
 56 45 11:39 大正 石戸  佑昴(1) ｲｼﾄﾞ ﾀｽｸ(1)
 58 6 11:43 豊中十六 松村  高祐(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ(2)
 59 12 11:45 吹田一 諸角  仁太朗(1) ﾓﾛｶﾄﾞ ｼﾞﾝﾀﾛｳ(1)
 60 15 11:46 南千里 中井  響(1) ﾅｶｲ ﾋﾋﾞｷ(1)
 61 50 11:47 峰塚 清水  涼太(2) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ(2)
 62 49 11:50 長野東 仲野  慎平(1) ﾅｶﾉ ｼﾝﾍﾟｲ(1)
 63 16 12:00 佐井寺 岸本  圭吾(1) ｷｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ(1)
 63 44 12:00 龍華 城野  廉人(1) ｼﾞｮｳﾉ ﾚﾝﾄ(1)
 65 26 12:04 高槻三 石田  拓己(2) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ(2)
 65 43 12:04 石切 近藤  敬太(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ(1)
 67 14 12:11 吹田山田 西野  公人(2) ﾆｼﾉ ﾋﾛﾄ(2)
 68 57 12:15 郷荘 辻  純輝空(1) ﾂｼﾞ ｼﾞｭｷｱ(1)
 69 68 12:23 東淀 増田  遥斗(1) ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ(1)
 70 2 12:28 豊中五 島田  悠生(1) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ(1)
 71 9 12:45 大教大池田 佐野  俊介(1) ｻﾉ ｼｭﾝｽｹ(1)

41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第4区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 27  9:36 芝谷 平島  匠(2) ﾋﾗｼﾏ ﾀｸﾐ(2)
  2 45  9:59 大正 植木  崇百(2) ｳｴｷ ﾀｹﾄ(2)
  3 54 10:02 石尾 東川  瀬空(2) ﾄｶﾞﾜ ｾｽ(2)
  4 46 10:07 桜坂 好井  仁(2) ﾖｼｲ ｼﾞﾝ(2)
  5 71 10:16 今市 竹内  秀多朗(1) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ(1)
  6 25 10:17 高槻二 安田  健人(2) ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ(2)
  7 23 10:21 太田 植松  右京(1) ｳｴﾏﾂ ｳｷｮｳ(1)
  8 13 10:24 片山 田辺　敦也(2) ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ(2)
  9 37 10:27 交野三 木村  治希(2) ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ(2)
  9 53 10:27 誠風 国本  丈司(1) ｸﾆﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ(1)
 11 63 10:28 佐野 中野  空翔(2) ﾅｶﾉ ｸｳﾄ(2)
 12 60 10:32 北池田 手島  望(2) ﾃｼﾏ ﾉｿﾞﾑ(2)
 13 52 10:35 東陽 河本  悟志(1) ｶﾜﾓﾄ ｻﾄｼ(1)
 14 18 10:36 養精 塚田  陸斗(1) ﾂｶﾀﾞ ﾘｸﾄ(1)
 15 10 10:37 箕面一 福本  温基(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ(2)
 16 64 10:43 日根野 古田  一吹(1) ﾌﾙﾀ ｲﾌﾞｷ(1)
 17 19 10:44 茨木西 中嶋  流人(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ(2)
 18 59 10:46 南池田 堂本  莉玖(2) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｸ(2)
 19 5 10:50 豊中十一 宮武  諒(1) ﾐﾔﾀｹ ﾘｮｳ(1)
 20 11 10:53 箕面三 竹田  侑太(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ(2)
 21 33 10:55 深野 榊原  将汰(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ(2)
 22 9 10:57 大教大池田 浦野  凱斗(2) ｳﾗﾉ ｶｲﾄ(2)
 23 3 10:58 豊中八 古谷  智幸(1) ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ(1)
 23 35 10:58 四條畷 金子  将大(1) ｶﾈｺｼｮｳﾀﾞｲ(1)
 23 38 10:58 関西創価 長田  凌弥(1) ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾔ(1)
 23 40 10:58 東香里 小西  隼人(1) ｺﾆｼ ﾊﾔﾄ(1)
 27 20 10:59 三島 方山  春輝(2) ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ(2)
 28 21 11:03 西陵 三賀森  史士(1) ﾐｶﾓﾘ ﾁｶｼ(1)
 28 31 11:03 楠葉 牛尾  圭佑(1) ｳｼｵ ｹｲｽｹ(1)
 30 48 11:04 河南 春日  奏夢(1) ｶｽｶﾞ ｶﾅﾑ(1)
 31 32 11:05 門真五 宮本  幸宣(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ(2)
 31 69 11:05 相生 西田  良太(1) ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ(1)
 33 1 11:06 豊中三 有田  羽矢人(2) ｱﾘﾀ ﾊﾔﾄ(2)
 34 56 11:08 登美丘 北原  優士(1) ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾄ(1)
 35 22 11:16 平田 西口  和希(2) ﾆｼｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ(2)
 36 24 11:17 彩都西 森永  康介(2) ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳｽｹ(2)
 36 39 11:17 交野四 山本  知侑(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ(1)
 36 61 11:17 浜寺南 吉田  充希(1) ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ(1)
 39 73 11:18 井高野 石原  旦陽(2) ｲｼﾊﾗ ｱｻﾋ(2)
 40 43 11:19 石切 森  大河(1) ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ(1)
 41 72 11:20 加美 山元  滉大(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ(2)
 42 16 11:21 佐井寺 岩永  耕輝(1) ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ(1)
 43 42 11:23 長尾西 妻野  友裕(1) ﾂﾏﾉ ﾄﾓﾋﾛ(1)
 44 74 11:28 墨江丘 星合  佑紀(1) ﾎｼｱｲ ﾕｳｷ(1)
 45 4 11:29 豊中九 山口  剛叶(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾔｽ(2)
 46 30 11:31 津田 織田  卓杜(2) ｵﾀﾞ ﾀｸﾄ(2)
 47 65 11:34 田尻 太田  一平(1) ｵｵﾀ ｲｯﾍﾟｲ(1)
 48 12 11:35 吹田一 白井  健翔(2) ｼﾗｲ ﾀｹﾄ(2)
 49 7 11:42 池田 杉立  凜太朗(1) ｽｷﾞﾀﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ(1)
 50 66 11:44 美津島 横手  希(1) ﾖｺﾃ ﾉｿﾞﾐ(1)
 51 36 11:47 交野二 川口  鉄生(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ(1)
 52 70 11:48 旭東 正木  優音(2) ﾏｻｷ ﾕｳﾈ(2)
 53 17 11:50 摂津三 米田  僚介(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ(2)
 54 2 11:54 豊中五 増田  光佑(1) ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ(1)
 55 8 11:55 渋谷 小林  十夢(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾑ(1)
 56 51 11:57 松原 上別府  遥輝(1) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾊﾙｷ(1)
 57 49 12:00 長野東 前田  総一郎(1) ﾏｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ(1)
 58 50 12:12 峰塚 大久保  岳(1) ｵｵｸﾎﾞ ｶﾞｸ(1)
 59 15 12:13 南千里 的場  望実(1) ﾏﾄﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ(1)
 60 14 12:15 吹田山田 大林  輝一(2) ｵｵﾊﾞﾔｼ ｷｲﾁ(2)
 61 28 12:17 枚方二 鷲見  健介(1) ｽﾐ ｹﾝｽｹ(1)
 62 34 12:18 交野一 梅谷  功貴(2) ｳﾒﾀﾆ ｺｳｷ(2)
 63 6 12:25 豊中十六 安達  秋太(1) ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾀ(1)
 64 67 12:27 淡路 福原  虎汰郎(2) ﾌｸﾊﾗ ｺﾀﾛｳ(2)
 65 29 12:31 枚方四 一法師  直人(2) ｲｯﾎﾟｳｼ ﾅｵﾄ(2)
 66 44 12:34 龍華 小野  優太(2) ｵﾉ ﾕｳﾀ(2)
 67 26 12:45 高槻三 三木  昊太朗(1) ﾐｷ ｺｳﾀﾛｳ(1)
 68 62 12:55 久米田 荒木  啓仁(2) ｱﾗｷ ﾋﾛﾄ(2)
 69 57 13:12 郷荘 文山  湧月(1) ﾌﾐﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ(1)
 70 68 13:17 東淀 藤関  諒成(1) ﾌｼﾞｾｷ ﾘｮｳｾｲ(1)

47 誉田 DNF
41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場/ DNF:区間未完走



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第5区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 53 10:14 誠風 坂下  逸樹(2) ｻｶｼﾀ ｲﾂｷ(2)
  2 71 10:16 今市 脇坂  耕平(1) ﾜｷｻｶ ｺｳﾍｲ(1)
  3 60 10:21 北池田 坂尾  海仁(2) ｻｶｲ ｶｲﾄ(2)
  4 18 10:23 養精 結城  尚志(1) ﾕｳｷ ﾅｵｼ(1)
  5 19 10:29 茨木西 西辻  莞悟(2) ﾆｼﾂｼﾞ ｲｵﾘ(2)
  5 23 10:29 太田 長榮  貫太(2) ﾅｶﾞｴ ｶﾝﾀ(2)
  5 63 10:29 佐野 浅田  浩太(2) ｱｻﾀﾞ ｺｳﾀ(2)
  8 30 10:32 津田 河合  智弘(1) ｶﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ(1)
  9 25 10:34 高槻二 平山  颯大(2) ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ(2)
 10 38 10:38 関西創価 梅津  青一郎(2) ｳﾒﾂﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ(2)
 11 69 10:44 相生 濱野  一輝(2) ﾊﾏﾉ ｲﾂｷ(2)
 12 27 10:46 芝谷 楢崎  祐輔(2) ﾅﾗｻｷ ﾕｳｽｹ(2)
 12 61 10:46 浜寺南 望月  快風丘(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ(2)
 14 5 10:50 豊中十一 濱口  海音(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ(1)
 14 10 10:50 箕面一 佐々木  馨(2) ｻｻｷ ｶｵﾙ(2)
 16 28 10:54 枚方二 嶋田  樹(1) ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ(1)
 17 32 10:58 門真五 安藤  有輝(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ(2)
 17 48 10:58 河南 髙山  航大(2) ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ(2)
 19 13 11:01 片山 旨森　隆貴(1) ﾑﾈﾓﾘ ﾘｭｳｷ(1)
 20 59 11:02 南池田 廣瀬  陽(1) ﾋﾛｾ ﾖｳ(1)
 21 46 11:03 桜坂 島田  叶我(2) ｼﾏﾀﾞ ｷｮｳｶﾞ(2)
 22 3 11:04 豊中八 松本  康太郎(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ(1)
 22 37 11:04 交野三 藤江  健太(1) ﾌｼﾞｴ ｹﾝﾀ(1)
 24 54 11:06 石尾 髙川  亮成(2) ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ(2)
 25 52 11:09 東陽 綿谷  社(1) ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ(1)
 26 31 11:13 楠葉 佐々木  大智(1) ｻｻｷ ﾀｲﾁ(1)
 27 70 11:15 旭東 木寅  祐弥(1) ｷﾄﾗ ﾕｳﾔ(1)
 28 22 11:20 平田 大橋  勇仁(2) ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ(2)
 28 39 11:20 交野四 木崎  晴彦(1) ｷｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ(1)
 28 73 11:20 井高野 石原  大耀(2) ｲｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ(2)
 31 21 11:21 西陵 小畑  健次郎(1) ｺﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ(1)
 32 20 11:22 三島 東  碧一(2) ﾋｶﾞｼ ｱｵｲ(2)
 33 11 11:24 箕面三 澤柳  陸(1) ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾘｸ(1)
 34 64 11:28 日根野 藤井  幹太(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ(2)
 35 24 11:31 彩都西 高橋  素(1) ﾀｶﾊｼ ﾓﾄ(1)
 35 49 11:31 長野東 茶谷  悠貴(1) ﾁｬﾀﾆ ﾊﾙｷ(1)
 37 1 11:32 豊中三 吉里  航(2) ﾖｼｻﾄ ﾜﾀﾙ(2)
 37 9 11:32 大教大池田 佐野  康介(1) ｻﾉ ｺｳｽｹ(1)
 39 4 11:34 豊中九 白数  脩一郎(2) ｼﾗｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ(2)
 39 33 11:34 深野 白石  大河(2) ｼﾗｲｼ ﾀｲｶﾞ(2)
 41 72 11:35 加美 竹村  颯太(2) ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾀ(2)
 42 74 11:39 墨江丘 栗山  歩希(1) ｸﾘﾔﾏ ｱﾕｷ(1)
 43 17 11:45 摂津三 アサンデイ  りゅう(1) ｱｻﾝﾃﾞｲ ﾘｭｳ(1)
 44 35 11:46 四條畷 池野  輝哉(2) ｲｹﾉﾃﾙﾔ(2)
 44 40 11:46 東香里 梅津  青空(1) ｳﾒﾂﾞ ﾊﾙﾀｶ(1)
 44 43 11:46 石切 松村  一輝(1) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ(1)
 47 36 11:48 交野二 中井  幹太(2) ﾅｶｲ ｶﾝﾀ(2)
 47 51 11:48 松原 松實  孝樹(2) ﾏﾂﾐ ｺｳｷ(2)
 49 7 11:53 池田 金田  壮平(1) ｶﾅﾀﾞ ｿｳﾍｲ(1)
 49 42 11:53 長尾西 谷  祐大(2) ﾀﾆ ﾕｳﾀﾞｲ(2)
 51 67 11:55 淡路 鈴木  蓮音(1) ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ(1)
 52 12 11:56 吹田一 遠藤  大介(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ(1)
 52 50 11:56 峰塚 和田  晴人(2) ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ(2)
 54 45 11:58 大正 圓山  雷斗(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾗｲﾄ(1)
 55 56 12:00 登美丘 松本  裕也(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ(1)
 56 66 12:11 美津島 大上  力揮(1) ｵｵｳｴ ﾘｷ(1)
 57 16 12:18 佐井寺 水野  航佑(1) ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ(1)
 57 65 12:18 田尻 戸口  仁(1) ﾄｸﾞﾁ ｼﾞﾝ(1)
 59 14 12:23 吹田山田 山本  怜央(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾝ(2)
 60 6 12:24 豊中十六 井上  琉空斗(1) ｲﾉｳｴ ﾘｸﾄ(1)
 61 8 12:25 渋谷 山﨑  太陽(2) ﾔﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ(2)
 62 57 12:34 郷荘 五味  優人(1) ｺﾞﾐ ﾕｳﾄ(1)
 63 62 12:36 久米田 松本  侑大(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ(2)
 64 15 12:41 南千里 奥地  優彦(1) ｵｸｼﾞ ﾏｻﾋｺ(1)
 65 44 12:44 龍華 脇本  祥太(1) ﾜｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ(1)
 66 68 12:50 東淀 赤澤  虎太朗(2) ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ(2)
 67 26 12:54 高槻三 松本  遥輝(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ(2)
 68 29 13:07 枚方四 小森  優輝(2) ｺﾓﾘ ﾕｳｷ(2)
 69 34 13:08 交野一 細見  駿斗(1) ﾎｿﾐ ﾊﾔﾄ(1)
 70 2 15:21 豊中五 初瀬部  雄大(1) ﾊｾﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ(1)

47 誉田 DNF
41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場/ DNF:区間未完走



男子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第6区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 61  9:58 浜寺南 津島  慶季(2) ﾂｼﾏ ﾖｼｷ(2)
  2 22 10:10 平田 佐野  心哉(2) ｻﾉ ｼﾝﾔ(2)
  3 53 10:16 誠風 小松  一稀(2) ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ(2)
  3 63 10:16 佐野 細川  亮(2) ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳ(2)
  5 60 10:20 北池田 小林  大一(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ(2)
  6 45 10:24 大正 甲斐  陸人(2) ｶｲ ﾘｸﾄ(2)
  7 74 10:25 墨江丘 安藤  那起(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ(1)
  8 25 10:27 高槻二 不破  陽輝(1) ﾌﾜ ﾊﾙｷ(1)
  9 54 10:29 石尾 吉岡  力哉(2) ﾖｼｵｶ ﾘｷﾔ(2)
 10 14 10:31 吹田山田 小林  弘英(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｴｲ(1)
 10 38 10:31 関西創価 近藤  大揺(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ(1)
 10 39 10:31 交野四 櫻田  圭吾(2) ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ(2)
 13 3 10:33 豊中八 門脇  大悟(1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾞｲｺﾞ(1)
 14 71 10:35 今市 金竹  芳樹(2) ｶﾈﾀｹ ﾖｼｷ(2)
 15 23 10:37 太田 中村  望海(2) ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ(2)
 16 35 10:39 四條畷 津田  笙汰(2) ﾂﾀﾞｼｮｳﾀ(2)
 17 21 10:41 西陵 宇陀  大和(1) ｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ(1)
 17 66 10:41 美津島 河野  龍真(2) ｺｳﾉ ﾘｭｳﾏ(2)
 19 69 10:43 相生 馬場  悠貴(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ(2)
 20 28 10:45 枚方二 野口  蒼太(1) ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ(1)
 21 19 10:47 茨木西 近藤  恭志郎(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾛｳ(2)
 21 48 10:47 河南 宮路  奏汰(2) ﾐﾔｼﾞ ｶﾅﾀ(2)
 23 11 10:48 箕面三 西久保  友輝(2) ﾆｼｸﾎﾞ ﾄﾓｷ(2)
 24 27 10:51 芝谷 森本  竜太(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾀ(1)
 25 37 10:53 交野三 久米  陽斗(1) ｸﾒ ﾊﾙﾄ(1)
 26 20 10:56 三島 山田  稔登(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾙﾄ(2)
 27 10 10:58 箕面一 稲垣  俊輔(1) ｲﾅｶﾞｷ ｼｭﾝｽｹ(1)
 27 30 10:58 津田 西脇  昊生(2) ﾆｼﾜｷ ｺｳｾｲ(2)
 29 59 11:03 南池田 出合  陽(1) ﾃﾞｱｲ ﾋﾅﾀ(1)
 30 31 11:05 楠葉 太田  航生(1) ｵｵﾀ ｺｳｾｲ(1)
 31 70 11:07 旭東 堀内  裕大(2) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ(2)
 32 18 11:08 養精 平井  琉暉(2) ﾋﾗｲ ﾘｭｳｷ(2)
 33 33 11:09 深野 三上  倖永(2) ﾐｶﾐ ｺｳｴｲ(2)
 34 64 11:10 日根野 釜中  亮輔(2) ｶﾏﾅｶ ﾘｮｳｽｹ(2)
 35 43 11:13 石切 小坂田  太陽(2) ｵｻｶｶﾞ ﾀｲﾖｳ(2)
 36 13 11:14 片山 川西　慶昇(1) ｶﾜﾆｼ ｹｲｼｮｳ(1)
 37 12 11:17 吹田一 関和  昇吾(1) ｾｷﾜ ｼｮｳｺﾞ(1)
 38 72 11:18 加美 竹本  昌虎(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ(2)
 39 5 11:22 豊中十一 大塚  巧也(1) ｵｵﾂｶ ﾀｸﾔ(1)
 40 8 11:30 渋谷 真鍋  遥輝(2) ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ(2)
 41 50 11:31 峰塚 水本  佳司(2) ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ(2)
 42 73 11:33 井高野 森下  海斗(2) ﾓﾘｼﾀ ｶｲﾄ(2)
 43 1 11:36 豊中三 河本  真吾(2) ｺｳﾓﾄ ｼﾝｺﾞ(2)
 44 42 11:39 長尾西 掛川  航(1) ｶｹｶﾞﾜ ｺｳ(1)
 45 29 11:42 枚方四 西谷  豪隼(2) ﾆｼﾀﾆ ｺﾞｳｼﾞｭﾝ(2)
 45 65 11:42 田尻 立田  弥(2) ﾀﾃﾀﾞ ﾜﾀﾙ(2)
 47 46 11:43 桜坂 中谷  涼介(1) ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ(1)
 48 56 11:45 登美丘 山田  颯馬(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ(1)
 49 4 11:47 豊中九 西村  優輝(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ(2)
 50 44 11:49 龍華 谷田  智哉(1) ﾀﾆﾀﾞ ﾄﾓﾔ(1)
 51 52 11:57 東陽 菅  修平(1) ｽｶﾞ ｼｭｳﾍｲ(1)
 52 40 11:59 東香里 森下  優人(1) ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾄ(1)
 53 36 12:05 交野二 後藤  智博(2) ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ(2)
 54 15 12:07 南千里 武内  楓磨(1) ﾀｹｳﾁ ﾌｳﾏ(1)
 55 62 12:09 久米田 木田  恵翔(1) ｷﾀﾞ ｹｲﾄ(1)
 56 51 12:18 松原 佐々木  遼(1) ｻｻｷ ﾘｮｳ(1)
 57 17 12:19 摂津三 張  宇棟(1) ﾁｮｳ ｳﾄｳ(1)
 58 9 12:20 大教大池田 河野  幸平(2) ｶﾜﾉ ｺｳﾍｲ(2)
 59 67 12:25 淡路 福田  玄徳(2) ﾌｸﾀﾞ ｹﾞﾝﾄｸ(2)
 60 34 12:32 交野一 吉岡  真(2) ﾖｼｵｶ ｼﾝ(2)
 61 6 12:47 豊中十六 能勢  琉聖(1) ﾉｾ ﾘｭｳｾｲ(1)
 62 32 12:50 門真五 淀  真那斗(2) ﾖﾄﾞ ﾏﾅﾄ(2)
 63 16 12:52 佐井寺 小川  蒼空(2) ｵｶﾞﾜ ｿﾗ(2)
 63 26 12:52 高槻三 安芸  陸哉(2) ｱｷ ﾘｸﾔ(2)
 65 7 13:10 池田 内藤  毅(2) ﾅｲﾄｳ ﾂﾖｼ(2)
 66 24 13:16 彩都西 小倉  栞太(2) ｺｸﾗ ｶﾝﾀ(2)
 67 68 13:25 東淀 水原  涼(2) ﾐｽﾞﾊﾗ ﾘｮｳ(2)
 68 49 13:26 長野東 岡田  寧翔(1) ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞﾏ(1)
 69 57 13:50 郷荘 辻  彬正(1) ﾂｼﾞ ｱｷﾏｻ(1)
 70 2 14:07 豊中五 武田  恒輝(1) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ(1)

47 誉田 DNF
41 桜丘 DNS
55 福泉 DNS
58 光明台 DNS
75 我孫子南 DNS

凡例 DNS:欠    場/ DNF:区間未完走



成績一覧表第９回　大阪陸協ジュニア駅伝競走大会
[コード：19273015]

2019年2月9日 9時48分　スタート

競技場:万国博記念競技場・万博記念公園
[コード：]

主　催:一般財団法人　大阪陸上競技協会
主　管:大阪中学校体育連盟陸上競技部

審 判 長:中西　正
記録主任:畠山　功

女子　 EKIDEN (駅伝)
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 田尻 43:57

第２位 誠風 44:33

第３位 石尾 45:33

第４位 東陽 45:36

第５位 石切 45:55

第６位 峰塚 46:01

第７位 片山 46:01

第８位 さだ 46:05

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第1区(3㎞) 水本  佳菜(2) 峰塚 10:28

第2区(2㎞) 室山  実優(1) 桜丘  7:13

第3区(2㎞) 関  愛子(2) 大教大池田  7:06

第4区(2㎞) 白川  朝陽(1) 枚方一  7:11

第5区(3㎞) 西澤  茉鈴(2) 誠風 10:49

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

 9:45 曇り 5.0℃ 53％ 北 0.1m/s

競技場
10:00 曇り 5.0℃ 61％ 北東 1.0m/s

11:00 曇り 5.5℃ 54％ 北北西 0.5m/s

11:01 曇り 5.5℃ 54％ 北北西 0.5m/s



女子　 EKIDEN (駅伝)

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第1区
3㎞

第2区
2㎞

第3区
2㎞

第4区
2㎞

第5区
3㎞

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

1 47 43:57 田尻 向井  友希(1)
ﾑｶｲ ﾕｳｷ(1)

(  3)    10:41
(  3)    10:41

品川  藍空(2)
ｼﾅｶﾞﾜ ｿﾗ(2)

(  2)    18:08
(  7)     7:27

舛本  来羽(1)
ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ(1)

(  1)    25:18
(  2)     7:10

野上  菜都(2)
ﾉｶﾞﾐ ﾅﾂ(2)

(  1)    32:44
(  2)     7:26

山田  桜(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾗ(2)

(  1)    43:57
(  5)    11:13

2 37 44:33 誠風 坪倉  緋織(2)
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾋｵﾘ(2)

(  4)    10:44
(  4)    10:44

前田  夏歩(2)
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ(2)

(  1)    17:59
(  2)     7:15

浦田  美咲(1)
ｳﾗﾀ ﾐｻｷ(1)

(  2)    25:29
(  3)     7:30

岩田  果子(1)
ｲﾜﾀ ｶｺ(1)

(  2)    33:44
( 25)     8:15

西澤  茉鈴(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ(2)

(  2)    44:33
(  1)    10:49

3 38 45:33 石尾 山田  ことは(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾊ(2)

( 27)    11:24
( 27)    11:24

田中  美有(1)
ﾀﾅｶ ﾐﾕ(1)

( 18)    19:04
(  9)     7:40

須藤  ひかり(2)
ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾘ(2)

(  7)    26:36
(  6)     7:32

長田  ゆう(2)
ｵｻﾀﾞ ﾕｳ(2)

(  5)    34:21
(  3)     7:45

藤原  暖子(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｺ(2)

(  3)    45:33
(  4)    11:12

4 36 45:36 東陽 奥浜  夏海(2)
ｵｸﾊﾏ ﾅﾂﾐ(2)

(  9)    10:54
(  9)    10:54

安田  優菜(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ(2)

(  3)    18:17
(  5)     7:23

北井  莉瑚(2)
ｷﾀｲ ﾘｺ(2)

(  3)    26:06
(  8)     7:49

髙橋  真央(1)
ﾀｶﾊｼ ﾏｵ(1)

(  4)    34:13
( 15)     8:07

齊藤  なごみ(2)
ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ(2)

(  4)    45:36
(  8)    11:23

5 32 45:55 石切 吉岡  葉菜(1)
ﾖｼｵｶ ﾊﾅ(1)

(  5)    10:44
(  5)    10:44

田中  寿(1)
ﾀﾅｶ ｽｽﾞ(1)

(  4)    18:19
(  8)     7:35

石橋  芽衣(2)
ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲ(2)

(  4)    26:10
(  9)     7:51

仰木  千花(2)
ｵｵｷﾞ ﾁﾊﾅ(2)

(  6)    34:22
( 19)     8:12

藤木  清圭(2)
ﾌｼﾞｷ ｻﾔｶ(2)

(  5)    45:55
( 10)    11:33

6 35 46:01 峰塚 水本  佳菜(2)
ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ(2)

(  1)    10:28
(  1)    10:28

塚谷  亜生(1)
ﾂｶﾀﾆ ｱｲ(1)

(  7)    18:30
( 26)     8:02

ジュン  娜来(1)
ｼﾞｭﾝ ﾅﾚ(1)

(  6)    26:26
( 13)     7:56

前田  姫那(2)
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅ(2)

(  7)    34:35
( 18)     8:09

田中  彩貴(2)
ﾀﾅｶ ｻｷ(2)

(  6)    46:01
(  9)    11:26

7 12 46:01 片山 山東　結莉(2)
ｻﾝﾄｳ ﾕｲﾘ(2)

(  8)    10:49
(  8)    10:49

八田　海昊(1)
ﾊｯﾀ ｳﾐ(1)

( 12)    18:50
( 25)     8:01

中野　陽南(2)
ﾅｶﾉ ﾋﾅﾀ(2)

(  9)    26:43
( 10)     7:53

浅川　碧海(2)
ｱｻｶﾜ ｱｵｲ(2)

( 11)    34:59
( 26)     8:16

原田　彩花(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ(1)

(  7)    46:01
(  2)    11:02

8 31 46:05 さだ 村岡  優花(1)
ﾑﾗｵｶ ﾕｳｶ(1)

( 14)    11:04
( 14)    11:04

木村  はな(1)
ｷﾑﾗ ﾊﾅ(1)

(  6)    18:28
(  6)     7:24

峰  明香里(2)
ﾐﾈ ｱｶﾘ(2)

(  5)    26:13
(  7)     7:45

田野  結万(2)
ﾀﾉ ﾕﾏ(2)

(  3)    34:01
(  4)     7:48

上田  優空(1)
ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ(1)

(  8)    46:05
( 20)    12:04

9 5 46:30 池田 永田  夕依(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ(1)

( 10)    10:56
( 10)    10:56

牛迫  莉瑚(2)
ｳｼｻｺ ﾘｺ(2)

( 10)    18:45
( 17)     7:49

吉福  麻央(1)
ﾖｼﾌｸ ﾏｵ(1)

( 14)    26:57
( 22)     8:12

飯田  百々花(1)
ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ(1)

( 13)    35:09
( 19)     8:12

滝井  空良(1)
ﾀｷｲ ｿﾗ(1)

(  9)    46:30
(  6)    11:21

10 16 46:39 養精 稲城  智花(2)
ｲﾅｷ ﾄﾓｶ(2)

( 35)    11:37
( 35)    11:37

森田  心(1)
ﾓﾘﾀ ｺｺﾛ(1)

( 20)    19:19
( 12)     7:42

佐野  羽奏(2)
ｻﾉ ﾜｶﾅ(2)

( 11)    26:50
(  4)     7:31

礒尾  舞衣(1)
ｲｿｵ ﾏｲ(1)

(  8)    34:40
(  5)     7:50

阿部  梨乃(2)
ｱﾍﾞ ﾘﾉ(2)

( 10)    46:39
( 19)    11:59

11 43 46:41 北池田 上向　麻瑚(1)
ｳｴﾑｶｲ ﾏｺ(1)

( 32)    11:34
( 32)    11:34

松原　愛実(1)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ(1)

( 13)    18:51
(  3)     7:17

片岡  柚稀(2)
ｶﾀｵｶ ﾕｽﾞｷ(2)

( 10)    26:44
( 10)     7:53

西川  晏瑚(2)
ﾆｼｶﾜ ｱｺ(2)

(  9)    34:43
( 10)     7:59

和田  愛加(2)
ﾜﾀﾞ ｱｲｶ(2)

( 11)    46:41
( 17)    11:58

12 30 46:47 桜丘 室山  真優(1)
ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ(1)

( 31)    11:33
( 31)    11:33

室山  実優(1)
ﾑﾛﾔﾏ  ﾐﾕ(1)

( 11)    18:46
(  1)     7:13

坂根  七海(1)
ｻｶﾈ ﾅﾅﾐ(1)

( 15)    26:59
( 24)     8:13

殿浦  花梨(2)
ﾄﾉｳﾗ ｶﾘﾝ(2)

( 20)    35:39
( 37)     8:40

武田  真音(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ (2)

( 12)    46:47
(  3)    11:08

13 15 46:58 佐井寺 近藤  和(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ(2)

(  2)    10:32
(  2)    10:32

清水  未理(1)
ｼﾐｽﾞ ﾐﾘ(1)

(  8)    18:41
( 32)     8:09

塩田  咲(2)
ｼｵﾀ ｻｷ(2)

(  8)    26:37
( 13)     7:56

大前  友乃(2)
ｵｵﾏｴ ﾕｳﾉ(2)

( 10)    34:44
( 15)     8:07

寺田  優芽(2)
ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾒ(2)

( 13)    46:58
( 25)    12:14

14 1 47:00 豊中三 上本  和未(2)
ｳｴﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ(2)

( 12)    11:03
( 12)    11:03

古川  花季(2)
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾅｷ(2)

( 19)    19:08
( 27)     8:05

則包  安貴子(2)
ﾉﾘｶﾈ ｱｷｺ(2)

( 19)    27:11
( 16)     8:03

上岡  優季乃(2)
ｳｴｵｶ ﾕｷﾉ(2)

( 16)    35:23
( 19)     8:12

梅川  瑞希(2)
ｳﾒｶﾜ ﾐｽﾞｷ(2)

( 14)    47:00
( 11)    11:37

15 6 47:05 渋谷 三輪  真奈未(2)
ﾐﾜ ﾏﾅﾐ(2)

( 22)    11:21
( 22)    11:21

中川  美雪(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｷ(2)

( 17)    19:01
(  9)     7:40

合田  伊織(1)
ｺﾞｳﾀﾞ ｲｵﾘ(1)

( 17)    27:05
( 17)     8:04

神田  ゆい(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ(2)

( 15)    35:18
( 24)     8:13

石川  彩陽(2)
ｲｼｶﾜ ｲﾛﾊ(2)

( 15)    47:05
( 15)    11:47

16 20 47:17 芝谷 澤田  奈見(2)
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾐ(2)

( 21)    11:20
( 21)    11:20

妻屋  佳恋(2)
ﾂﾏﾔ ｶﾚﾝ(2)

( 24)    19:20
( 24)     8:00

田中  彩芽(1)
ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ(1)

( 23)    27:39
( 29)     8:19

宮内  真桜(2)
ﾐﾔｳﾁ ﾏｵ(2)

( 18)    35:34
(  7)     7:55

安盛  遙海(2)
ﾔｽﾓﾘ ﾕｳﾐ(2)

( 16)    47:17
( 13)    11:43

17 54 47:27 墨江丘 横山  美月(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ(1)

( 24)    11:22
( 24)    11:22

宮崎  鈴果(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ(2)

( 25)    19:27
( 27)     8:05

久米  瑠璃(1)
ｸﾒ ﾙﾘ(1)

( 22)    27:38
( 21)     8:11

荒木  美音(1)
ｱﾗｷ ﾐﾈ(1)

( 25)    35:50
( 19)     8:12

上野  葵(2)
ｳｴﾉ ｱｵｲ(2)

( 17)    47:27
( 11)    11:37

18 45 47:34 佐野 清水　つばさ(2)
ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ(2)

( 15)    11:05
( 15)    11:05

岩田　玲佳(2)
ｲﾜﾀ ﾚｲｶ(2)

( 15)    18:57
( 19)     7:52

前野　歩希(1)
ﾏｴﾉ ﾎﾏﾚ(1)

( 20)    27:16
( 29)     8:19

大橋　瑶生(2)
ｵｵﾊｼ ﾀﾏｷ(2)

( 17)    35:28
( 19)     8:12

木村　穂乃香(2)
ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ(2)

( 18)    47:34
( 21)    12:06

19 53 47:34 加美 松山  心優(2)
ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕｳ(2)

( 43)    11:57
( 43)    11:57

鈴木  舞香(2)
ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ(2)

( 35)    19:43
( 15)     7:46

寺嶋  愛生(2)
ﾃﾗｼﾏ ｱｲ(2)

( 25)    27:47
( 17)     8:04

新居  綾乃(1)
ｱﾗｲ ｱﾔﾉ(1)

( 24)    35:48
( 13)     8:01

村上  憂姫(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｷ(1)

( 19)    47:34
( 14)    11:46

20 3 47:39 豊中十一 崎村  優(2)
ｻｷﾑﾗ ﾕｳ(2)

( 17)    11:12
( 17)    11:12

藤原  朱音(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ(2)

( 14)    18:52
(  9)     7:40

児玉  果林(1)
ｺﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ(1)

( 16)    27:04
( 22)     8:12

山岡  美桜(1)
ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ(1)

( 12)    35:04
( 11)     8:00

佐田  実優(1)
ｻﾀ ﾐﾕｳ(1)

( 20)    47:39
( 33)    12:35
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21 50 47:50 相生 佐野  綺咲(1)
ｻﾉ ｷｷ(1)

( 36)    11:37
( 36)    11:37

坂本  日和(2)
ｻｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ(2)

( 32)    19:36
( 22)     7:59

中井  日彗(1)
ﾅｶｲ ﾋｽｲ(1)

( 27)    27:50
( 26)     8:14

松本  夢留(1)
ﾐﾂﾓﾄ ﾐﾙ(1)

( 21)    35:40
(  5)     7:50

宮園  仁晴(2)
ﾐﾔｿﾞﾉ ﾐﾊﾙ(2)

( 21)    47:50
( 22)    12:10

22 26 48:01 四條畷 松原  実紀(2)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾉﾘ(2)

( 28)    11:25
( 28)    11:25

原田  彩愛(2)
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ(2)

( 29)    19:33
( 31)     8:08

松嶋  幸子(2)
ﾏﾂｼﾏ ｻﾁｺ(2)

( 30)    28:09
( 38)     8:36

松本  樹奈(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ(2)

( 30)    36:40
( 29)     8:31

柏木  華音(1)
ｶｼﾜｷﾞ ｶﾉﾝ(1)

( 22)    48:01
(  6)    11:21

23 28 48:06 交野四 薮谷  奈瑠(2)
ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ(2)

(  6)    10:44
(  6)    10:44

西川  流世(2)
ﾆｼｶﾜ ﾘｾ(2)

( 16)    19:01
( 37)     8:17

河村  日和(2)
ｶﾜﾑﾗ ﾋﾖﾘ(2)

( 13)    26:56
( 12)     7:55

寺田  悠華(2)
ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙｶ(2)

( 23)    35:45
( 43)     8:49

中川  弥咲(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ(2)

( 23)    48:06
( 27)    12:21

24 52 48:09 今市 青沼  明生(2)
ｱｵﾇﾏ ﾒｲ(2)

(  7)    10:45
(  7)    10:45

永野  麗空(2)
ﾅｶﾞﾉ ﾚｲｱ(2)

(  5)    18:27
( 12)     7:42

ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰﾔ沙衛(2)
ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰﾔｻｴ(2)

( 18)    27:06
( 40)     8:39

ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰｼｬ嘉恵(2)
ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰｼｬｶｴ(2)

( 29)    36:20
( 49)     9:14

松宮  ののか(1)
ﾏﾂﾐﾔ ﾉﾉｶ(1)

( 24)    48:09
( 16)    11:49

25 19 48:27 高槻二 佐藤  一花(1)
ｻﾄｳ ﾊﾅ(1)

( 44)    11:59
( 44)    11:59

山本  麻央(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ(1)

( 38)    19:58
( 22)     7:59

伊田  彩夏(1)
ｲﾀﾞ ｻﾔｶ(1)

( 29)    28:07
( 19)     8:09

松井  奏(2)
ﾏﾂｲ ｶﾅﾃﾞ(2)

( 27)    36:15
( 17)     8:08

入谷　萌絵(2)
ｲﾘﾀﾆ ﾓｴ(2)

( 25)    48:27
( 23)    12:12

26 8 48:38 箕面一 影山  侑希乃(1)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｷﾉ(1)

( 38)    11:44
( 38)    11:44

後藤  愛結(1)
ｺﾞﾄｳ ｱﾕ(1)

( 26)    19:28
( 14)     7:44

中森  陽香(1)
ﾅｶﾓﾘ ﾊﾙｶ(1)

( 21)    27:37
( 19)     8:09

大西  憂依(1)
ｵｵﾆｼ ﾕｲ(1)

( 19)    35:37
( 11)     8:00

奥田  莉緒(2)
ｵｸﾀﾞ ﾘｵ(2)

( 26)    48:38
( 41)    13:01

27 46 49:00 日根野 百鳥  瑚雪(1)
ﾓﾓﾄﾞﾘ ｺﾕｷ(1)

( 47)    12:25
( 47)    12:25

松嶋  古都子(2)
ﾏﾂｼﾏ ｺﾄｺ(2)

( 42)    20:18
( 20)     7:53

昼馬  和芭(1)
ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾊ(1)

( 26)    27:49
(  4)     7:31

中村  美羽(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾈ(2)

( 22)    35:44
(  7)     7:55

田華  希実(2)
ﾀﾊﾞﾅ ﾉｿﾞﾐ(2)

( 27)    49:00
( 44)    13:16

28 21 49:04 枚方一 奥田  優希(2)
ｵｸﾀﾞ ﾕｷ(2)

( 49)    12:43
( 49)    12:43

河本  心音(2)
ｶﾜﾓﾄ ｺｺﾈ(2)

( 50)    21:34
( 52)     8:51

内藤  恵菜(2)
ﾅｲﾄｳ ｴﾅ(2)

( 48)    29:36
( 15)     8:02

白川  朝陽(1)
ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ(1)

( 32)    36:47
(  1)     7:11

瓶子  乃彩(2)
ﾍｲｼ ﾉｱ(2)

( 28)    49:04
( 26)    12:17

29 39 49:10 登美丘 吉田  彩恵(2)
ﾖｼﾀﾞ ｻｴ(2)

( 30)    11:32
( 30)    11:32

米澤  江桜(2)
ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｵ(2)

( 22)    19:19
( 16)     7:47

岩本  悠花(1)
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｶ(1)

( 28)    27:54
( 37)     8:35

高木  凜央(1)
ﾀｶｷﾞ ﾘｵ(1)

( 31)    36:40
( 42)     8:46

田畑  朝媛(1)
ﾀﾊﾞﾀ ｱｻﾋ(1)

( 29)    49:10
( 30)    12:30

30 51 49:24 旭東 竹元  万結(2)
ﾀｹﾓﾄ ﾏﾕ(2)

( 25)    11:23
( 25)    11:23

梶本  優芽(2)
ｶｼﾞﾓﾄ ﾕﾒ(2)

( 27)    19:29
( 30)     8:06

矢野  さくら(2)
ﾔﾉ ｻｸﾗ(2)

( 36)    28:21
( 45)     8:52

國見  砂星(2)
ｸﾆﾐ ｻﾘｱ(2)

( 33)    36:59
( 35)     8:38

井口  栞(2)
ｲｸﾞﾁ ｼｵﾘ(2)

( 30)    49:24
( 29)    12:25

31 18 49:31 彩都西 牧野  花子(2)
ﾏｷﾉ ﾊﾅｺ(2)

( 16)    11:08
( 16)    11:08

小山  理緒(2)
ｺﾔﾏ ﾘｵ(2)

( 23)    19:20
( 34)     8:12

西原  愛栞(2)
ﾆｼﾊﾗ ｱｲﾘ(2)

( 24)    27:42
( 32)     8:22

富田  栞帆(2)
ﾄﾐﾀ ｶﾎ(2)

( 28)    36:16
( 32)     8:34

林  沙恵(2)
ﾊﾔｼ ｻｴ(2)

( 31)    49:31
( 42)    13:15

32 10 49:32 吹田一 梅田  奈実(2)
ｳﾒﾀﾞ ﾅﾐ(2)

( 39)    11:48
( 39)    11:48

大馬  眸(1)
ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ(1)

( 39)    19:59
( 33)     8:11

増田  涼子(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｺ(2)

( 33)    28:12
( 24)     8:13

出口  楓華(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｶ(2)

( 26)    36:14
( 14)     8:02

田畑  葵唯(2)
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵｲ(2)

( 32)    49:32
( 45)    13:18

33 23 49:35 枚方四 松山  唯花(2)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲｶ(2)

( 29)    11:29
( 29)    11:29

北川  怜愛(1)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾚﾅ(1)

( 21)    19:19
( 18)     7:50

瀨古  乙葉(2)
ｾｺ ｵﾄﾊ(2)

( 44)    29:11
( 50)     9:52

近藤  絢音(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ(2)

( 41)    37:37
( 28)     8:26

中西  菜月(2)
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ(2)

( 33)    49:35
( 17)    11:58

34 7 49:36 大教大池田 隈井  結奏(1)
ｸﾏｲ ﾕｲ(1)

( 48)    12:42
( 48)    12:42

植月  さくら(1)
ｳｴﾂｷ ｻｸﾗ(1)

( 48)    21:13
( 42)     8:31

関  愛子(2)
ｾｷ ｱｲｺ(2)

( 35)    28:19
(  1)     7:06

長谷川  奈穂(1)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾎ(1)

( 35)    37:00
( 38)     8:41

沖本  紗采(1)
ｵｷﾓﾄ ｻﾔ(1)

( 34)    49:36
( 34)    12:36

35 44 49:39 浜寺南 松本  磨奈(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ(2)

( 42)    11:53
( 42)    11:53

石黒  香奈(1)
ｲｼｸﾞﾛ ｶﾅ(1)

( 37)    19:58
( 27)     8:05

山下  咲希(2)
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ(2)

( 34)    28:17
( 29)     8:19

小笠原  めい(2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾒｲ(2)

( 40)    37:27
( 48)     9:10

伊坪  和香(2)
ｲﾂﾎﾞ ﾁｶ(2)

( 35)    49:39
( 23)    12:12

36 25 49:41 深野 下大迫  葉里(1)
ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ(1)

( 13)    11:04
( 13)    11:04

向居  杏(2)
ﾑｶｲ ｱﾝ(2)

( 33)    19:39
( 44)     8:35

秋吉  好花(1)
ｱｷﾖｼ ｺﾊﾙ(1)

( 37)    28:24
( 42)     8:45

中世  恵愛(1)
ﾅｶｾ ｴｱﾘ(1)

( 36)    37:07
( 40)     8:43

亀田  友梨香(1)
ｶﾒﾀ ﾞﾕﾘｶ(1)

( 36)    49:41
( 32)    12:34

37 42 49:43 南池田 佐合  栞(2)
ｻｺﾞｳ ｼｵﾘ(2)

( 18)    11:18
( 18)    11:18

江藤  香弥(1)
ｴﾄｳ ｶﾔ(1)

( 30)    19:36
( 39)     8:18

藤井  瞳来(1)
ﾌｼﾞｲ ﾐｸﾙ(1)

( 31)    28:10
( 36)     8:34

森  佑月(2)
ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ(2)

( 34)    37:00
( 44)     8:50

屋良  夢乃(2)
ﾔﾗ ﾕﾒﾉ(2)

( 37)    49:43
( 37)    12:43

38 17 50:03 茨木西 二神  樹利亜(1)
ﾌﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ(1)

( 45)    12:10
( 45)    12:10

武内  麗奈(2)
ﾀｹｳﾁ ﾚｲﾅ(2)

( 47)    20:50
( 46)     8:40

藤井  歩佳(2)
ﾌｼﾞｲ ｱﾕｶ(2)

( 46)    29:17
( 34)     8:27

石戸  涼花(1)
ｲｼﾄ ﾘｮｳｶ(1)

( 37)    37:15
(  9)     7:58

高須賀  響希(2)
ﾀｶｽｶﾞ ﾋﾋﾞｷ(2)

( 38)    50:03
( 39)    12:48

39 29 50:06 東香里 立光  咲絵(1)
ﾀﾃﾐﾂ ｻｴ(1)

( 33)    11:35
( 33)    11:35

峰松  舞(2)
ﾐﾈﾏﾂ ﾏｲ(2)

( 43)    20:25
( 51)     8:50

新部  野乃花(1)
ﾆｲﾍﾞ ﾉﾉｶ(1)

( 38)    28:49
( 33)     8:24

高島  舞音(2)
ﾀｶｼﾏ ﾏｵ(2)

( 39)    37:27
( 35)     8:38

宇都  実舞(2)
ｳﾄ ﾐﾕ(2)

( 39)    50:06
( 35)    12:39

40 40 50:09 郷荘 新子  美羽(2)
ｱﾀﾗｼ ﾐｳ(2)

( 37)    11:40
( 37)    11:40

北野  優衣(2)
ｷﾀﾉ ﾕｲ(2)

( 41)    20:11
( 42)     8:31

改發  梨子(2)
ｶｲﾊﾂ ﾘｺ(2)

( 42)    28:58
( 43)     8:47

梅村  優美(2)
ｳﾒﾑﾗ ﾕｳﾐ(2)

( 42)    37:39
( 38)     8:41

清水  美沙樹(1)
ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ(1)

( 40)    50:09
( 30)    12:30



女子　 EKIDEN (駅伝)

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第1区
3㎞

第2区
2㎞

第3区
2㎞

第4区
2㎞

第5区
3㎞

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

             
             
   

41 14 50:09 南千里 神田  直子(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｺ(2)

( 34)    11:36
( 34)    11:36

山下  未来瑠(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾐｹﾙ(2)

( 28)    19:33
( 21)     7:57

重富  結乃(1)
ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｲﾉ(1)

( 39)    28:49
( 48)     9:16

木村  優芽(1)
ｷﾑﾗ ﾕﾒ(1)

( 38)    37:21
( 30)     8:32

宮田  聡美(2)
ﾐﾔﾀ ｻﾄﾐ(2)

( 41)    50:09
( 39)    12:48

42 33 50:10 龍華 北村  直緒(1)
ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ(1)

( 40)    11:52
( 40)    11:52

大西  楓(1)
ｵｵﾆｼ ｶｴﾃﾞ(1)

( 44)    20:37
( 48)     8:45

栗川  茉也(1)
ｸﾘｶﾜ ﾏﾔ(1)

( 45)    29:14
( 39)     8:37

渋川  心真姫(1)
ｼﾌﾞｶﾜ ｺﾏｷ(1)

( 43)    37:46
( 30)     8:32

保坂  晴香(2)
ﾎｻｶ ﾊﾙｶ(2)

( 42)    50:10
( 28)    12:24

43 9 50:36 箕面三 高山  みなみ(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ(1)

( 46)    12:24
( 46)    12:24

菊池  苺香(2)
ｷｸﾁ ﾏｲｶ(2)

( 45)    20:40
( 36)     8:16

田中  杏実(1)
ﾀﾅｶ ｱｽﾞﾐ(1)

( 47)    29:21
( 41)     8:41

村松  咲実(1)
ﾑﾗﾏﾂ ｴﾐ(1)

( 45)    37:56
( 34)     8:35

松川  千鶴(1)
ﾏﾂｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ(1)

( 43)    50:36
( 36)    12:40

44 27 51:15 交野二 川瀬  由佳乃(2)
ｶﾜｾ ﾕｶﾉ(2)

( 11)    11:00
( 11)    11:00

應本  千尋(1)
ｵｳﾓﾄ ﾁﾋﾛ(1)

( 34)    19:41
( 47)     8:41

森本  菜々子(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ(2)

( 49)    29:47
( 51)    10:06

水田  朱音(1)
ﾐｽﾞﾀ ｱｶﾈ(1)

( 47)    38:30
( 40)     8:43

石橋  心結(2)
ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾕ(2)

( 44)    51:15
( 38)    12:45

45 4 51:21 豊中十六 米谷  友利(2)
ﾖﾈﾀﾆ ﾕﾘ(2)

( 41)    11:52
( 41)    11:52

坂本  愛純(1)
ｻｶﾓﾄ ｱｽﾞﾐ(1)

( 46)    20:41
( 50)     8:49

小島  優乃(2)
ｺｼﾞﾏ ﾕﾉ(2)

( 41)    28:58
( 28)     8:17

佐藤  彩羽(2)
ｻﾄｳ ｱﾔﾊ(2)

( 46)    37:59
( 47)     9:01

吉塚  玲花(2)
ﾖｼﾂﾞｶ ﾚｲｶ(2)

( 45)    51:21
( 46)    13:22

46 11 51:42 吹田三 堀切  彩花(1)
ﾎﾘｷﾘ ｱﾔｶ(1)

( 20)    11:20
( 20)    11:20

山中  はなこ(1)
ﾔﾏﾅｶ ﾊﾅｺ(1)

( 40)    19:59
( 45)     8:39

濱﨑  光海衣(2)
ﾊﾏｻｷ ﾐﾐｲ(2)

( 40)    28:52
( 46)     8:53

西田  結愛(1)
ﾆｼﾀ ﾞﾕｱ(1)

( 44)    37:48
( 45)     8:56

松本  梓(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ(1)

( 46)    51:42
( 49)    13:54

47 2 52:08 豊中九 奥野  百々(2)
ｵｸﾉ ﾓﾓ(2)

( 50)    13:15
( 50)    13:15

和仁原  和良(2)
ﾜﾆﾊﾗ ﾔﾜﾗ(2)

( 49)    21:30
( 35)     8:15

江口  音(2)
ｴｸﾞﾁ ﾉﾝ(2)

( 50)    30:19
( 44)     8:49

山下  凛々子(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾘｺ(1)

( 49)    38:53
( 32)     8:34

西浦  詩乃(1)
ﾆｼｳﾗ ｼﾉ(1)

( 47)    52:08
( 42)    13:15

48 22 52:26 枚方二 飯田  有里彩(1)
ｲｲﾀﾞ ｱﾘｻ(1)

( 19)    11:19
( 19)    11:19

伊藤  奈々(1)
ｲﾄｳ ﾅﾅ(1)

( 31)    19:36
( 37)     8:17

伊藤  恵(2)
ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ(2)

( 43)    29:03
( 49)     9:27

的場  杏莉(1)
ﾏﾄﾊﾞ ｱﾝﾘ(1)

( 48)    38:41
( 51)     9:38

荒木  桜和(2)
ｱﾗｷ ｻﾜ(2)

( 48)    52:26
( 48)    13:45

49 49 54:39 東淀 和田  愛結菜(2)
ﾜﾀﾞ ｱﾕﾅ(2)

( 51)    13:41
( 51)    13:41

宮崎  偲月(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ(1)

( 51)    22:26
( 48)     8:45

竹森  結子(2)
ﾀｹﾓﾘ ﾕｲｺ(2)

( 51)    31:27
( 47)     9:01

秦  ひより(2)
ﾊﾀ ﾋﾖﾘ(2)

( 50)    41:00
( 50)     9:33

山下  恵梨子(2)
ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｺ(2)

( 49)    54:39
( 47)    13:39

24 楠葉 多和  蒼唯(1)
ﾀﾜ ｱｵｲ(1)

( 26)    11:24
( 26)    11:24

小野田  菜七(1)
ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ(1)

(  9)    18:41
(  3)     7:17

山下 咲希(1)
ﾔﾏｼﾀ ｻｷ(1)

( 12)    26:55
( 26)     8:14

中井  李(1)
ﾅｶｲ ﾓﾓ(1)

( 14)    35:15
( 27)     8:20       !       

34 誉田 増井  瑞姫(2)
ﾏｽｲ ﾐｽﾞｷ(2)

( 23)    11:21
( 23)    11:21

川本  鈴奈(2)
ｶﾜﾓﾄ ﾚｲﾅ(2)

( 36)    19:43
( 40)     8:22

吉井  夏葵(2)
ﾖｼｲ ﾅﾂ(2)

( 32)    28:11
( 35)     8:28       !             !       

48 淡路 安藤  あやめ(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ(2)

( 52)    14:12
( 52)    14:12

川端  羚花(1)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｶ(1)

( 52)    22:41
( 41)     8:29

美藤  希(1)
ﾐﾄｳ ﾉｿﾞﾐ(1)

( 52)    32:52
( 52)    10:11

島  未来(1)
ｼﾏ ﾐｸ(1)

( 51)    41:49
( 46)     8:57       !       

13 DNS 千里丘

41 DNS 光明台

凡例 DNS:欠    場/ !…区間未完走



女子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第1区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 35 10:28 峰塚 水本  佳菜(2) ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ(2)
  2 15 10:32 佐井寺 近藤  和(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ(2)
  3 47 10:41 田尻 向井  友希(1) ﾑｶｲ ﾕｳｷ(1)
  4 37 10:44 誠風 坪倉  緋織(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾋｵﾘ(2)
  5 32 10:44 石切 吉岡  葉菜(1) ﾖｼｵｶ ﾊﾅ(1)
  6 28 10:44 交野四 薮谷  奈瑠(2) ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ(2)
  7 52 10:45 今市 青沼  明生(2) ｱｵﾇﾏ ﾒｲ(2)
  8 12 10:49 片山 山東　結莉(2) ｻﾝﾄｳ ﾕｲﾘ(2)
  9 36 10:54 東陽 奥浜  夏海(2) ｵｸﾊﾏ ﾅﾂﾐ(2)
 10 5 10:56 池田 永田  夕依(1) ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ(1)
 11 27 11:00 交野二 川瀬  由佳乃(2) ｶﾜｾ ﾕｶﾉ(2)
 12 1 11:03 豊中三 上本  和未(2) ｳｴﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ(2)
 13 25 11:04 深野 下大迫  葉里(1) ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ(1)
 14 31 11:04 さだ 村岡  優花(1) ﾑﾗｵｶ ﾕｳｶ(1)
 15 45 11:05 佐野 清水　つばさ(2) ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ(2)
 16 18 11:08 彩都西 牧野  花子(2) ﾏｷﾉ ﾊﾅｺ(2)
 17 3 11:12 豊中十一 崎村  優(2) ｻｷﾑﾗ ﾕｳ(2)
 18 42 11:18 南池田 佐合  栞(2) ｻｺﾞｳ ｼｵﾘ(2)
 19 22 11:19 枚方二 飯田  有里彩(1) ｲｲﾀﾞ ｱﾘｻ(1)
 20 11 11:20 吹田三 堀切  彩花(1) ﾎﾘｷﾘ ｱﾔｶ(1)
 21 20 11:20 芝谷 澤田  奈見(2) ｻﾜﾀﾞ ﾅﾐ(2)
 22 6 11:21 渋谷 三輪  真奈未(2) ﾐﾜ ﾏﾅﾐ(2)
 23 34 11:21 誉田 増井  瑞姫(2) ﾏｽｲ ﾐｽﾞｷ(2)
 24 54 11:22 墨江丘 横山  美月(1) ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ(1)
 25 51 11:23 旭東 竹元  万結(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏﾕ(2)
 26 24 11:24 楠葉 多和  蒼唯(1) ﾀﾜ ｱｵｲ(1)
 27 38 11:24 石尾 山田  ことは(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾊ(2)
 28 26 11:25 四條畷 松原  実紀(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾉﾘ(2)
 29 23 11:29 枚方四 松山  唯花(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲｶ(2)
 30 39 11:32 登美丘 吉田  彩恵(2) ﾖｼﾀﾞ ｻｴ(2)
 31 30 11:33 桜丘 室山  真優(1) ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ(1)
 32 43 11:34 北池田 上向　麻瑚(1) ｳｴﾑｶｲ ﾏｺ(1)
 33 29 11:35 東香里 立光  咲絵(1) ﾀﾃﾐﾂ ｻｴ(1)
 34 14 11:36 南千里 神田  直子(2) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｺ(2)
 35 16 11:37 養精 稲城  智花(2) ｲﾅｷ ﾄﾓｶ(2)
 36 50 11:37 相生 佐野  綺咲(1) ｻﾉ ｷｷ(1)
 37 40 11:40 郷荘 新子  美羽(2) ｱﾀﾗｼ ﾐｳ(2)
 38 8 11:44 箕面一 影山  侑希乃(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｷﾉ(1)
 39 10 11:48 吹田一 梅田  奈実(2) ｳﾒﾀﾞ ﾅﾐ(2)
 40 33 11:52 龍華 北村  直緒(1) ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ(1)
 41 4 11:52 豊中十六 米谷  友利(2) ﾖﾈﾀﾆ ﾕﾘ(2)
 42 44 11:53 浜寺南 松本  磨奈(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ(2)
 43 53 11:57 加美 松山  心優(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕｳ(2)
 44 19 11:59 高槻二 佐藤  一花(1) ｻﾄｳ ﾊﾅ(1)
 45 17 12:10 茨木西 二神  樹利亜(1) ﾌﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾘｱ(1)
 46 9 12:24 箕面三 高山  みなみ(1) ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ(1)
 47 46 12:25 日根野 百鳥  瑚雪(1) ﾓﾓﾄﾞﾘ ｺﾕｷ(1)
 48 7 12:42 大教大池田 隈井  結奏(1) ｸﾏｲ ﾕｲ(1)
 49 21 12:43 枚方一 奥田  優希(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｷ(2)
 50 2 13:15 豊中九 奥野  百々(2) ｵｸﾉ ﾓﾓ(2)
 51 49 13:41 東淀 和田  愛結菜(2) ﾜﾀﾞ ｱﾕﾅ(2)
 52 48 14:12 淡路 安藤  あやめ(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾒ(2)

13 千里丘 DNS
41 光明台 DNS

凡例 DNS:欠    場



女子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第2区        2㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 30  7:13 桜丘 室山  実優(1) ﾑﾛﾔﾏ  ﾐﾕ(1)
  2 37  7:15 誠風 前田  夏歩(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ(2)
  3 24  7:17 楠葉 小野田  菜七(1) ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ(1)
  3 43  7:17 北池田 松原　愛実(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ(1)
  5 36  7:23 東陽 安田  優菜(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ(2)
  6 31  7:24 さだ 木村  はな(1) ｷﾑﾗ ﾊﾅ(1)
  7 47  7:27 田尻 品川  藍空(2) ｼﾅｶﾞﾜ ｿﾗ(2)
  8 32  7:35 石切 田中  寿(1) ﾀﾅｶ ｽｽﾞ(1)
  9 3  7:40 豊中十一 藤原  朱音(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ(2)
  9 6  7:40 渋谷 中川  美雪(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｷ(2)
  9 38  7:40 石尾 田中  美有(1) ﾀﾅｶ ﾐﾕ(1)
 12 16  7:42 養精 森田  心(1) ﾓﾘﾀ ｺｺﾛ(1)
 12 52  7:42 今市 永野  麗空(2) ﾅｶﾞﾉ ﾚｲｱ(2)
 14 8  7:44 箕面一 後藤  愛結(1) ｺﾞﾄｳ ｱﾕ(1)
 15 53  7:46 加美 鈴木  舞香(2) ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ(2)
 16 39  7:47 登美丘 米澤  江桜(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｵ(2)
 17 5  7:49 池田 牛迫  莉瑚(2) ｳｼｻｺ ﾘｺ(2)
 18 23  7:50 枚方四 北川  怜愛(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾚﾅ(1)
 19 45  7:52 佐野 岩田　玲佳(2) ｲﾜﾀ ﾚｲｶ(2)
 20 46  7:53 日根野 松嶋  古都子(2) ﾏﾂｼﾏ ｺﾄｺ(2)
 21 14  7:57 南千里 山下  未来瑠(2) ﾔﾏｼﾀ ﾐｹﾙ(2)
 22 19  7:59 高槻二 山本  麻央(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ(1)
 22 50  7:59 相生 坂本  日和(2) ｻｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ(2)
 24 20  8:00 芝谷 妻屋  佳恋(2) ﾂﾏﾔ ｶﾚﾝ(2)
 25 12  8:01 片山 八田　海昊(1) ﾊｯﾀ ｳﾐ(1)
 26 35  8:02 峰塚 塚谷  亜生(1) ﾂｶﾀﾆ ｱｲ(1)
 27 1  8:05 豊中三 古川  花季(2) ﾌﾙｶﾜ ﾊﾅｷ(2)
 27 44  8:05 浜寺南 石黒  香奈(1) ｲｼｸﾞﾛ ｶﾅ(1)
 27 54  8:05 墨江丘 宮崎  鈴果(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ(2)
 30 51  8:06 旭東 梶本  優芽(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾕﾒ(2)
 31 26  8:08 四條畷 原田  彩愛(2) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ(2)
 32 15  8:09 佐井寺 清水  未理(1) ｼﾐｽﾞ ﾐﾘ(1)
 33 10  8:11 吹田一 大馬  眸(1) ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ(1)
 34 18  8:12 彩都西 小山  理緒(2) ｺﾔﾏ ﾘｵ(2)
 35 2  8:15 豊中九 和仁原  和良(2) ﾜﾆﾊﾗ ﾔﾜﾗ(2)
 36 9  8:16 箕面三 菊池  苺香(2) ｷｸﾁ ﾏｲｶ(2)
 37 22  8:17 枚方二 伊藤  奈々(1) ｲﾄｳ ﾅﾅ(1)
 37 28  8:17 交野四 西川  流世(2) ﾆｼｶﾜ ﾘｾ(2)
 39 42  8:18 南池田 江藤  香弥(1) ｴﾄｳ ｶﾔ(1)
 40 34  8:22 誉田 川本  鈴奈(2) ｶﾜﾓﾄ ﾚｲﾅ(2)
 41 48  8:29 淡路 川端  羚花(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｮｳｶ(1)
 42 7  8:31 大教大池田 植月  さくら(1) ｳｴﾂｷ ｻｸﾗ(1)
 42 40  8:31 郷荘 北野  優衣(2) ｷﾀﾉ ﾕｲ(2)
 44 25  8:35 深野 向居  杏(2) ﾑｶｲ ｱﾝ(2)
 45 11  8:39 吹田三 山中  はなこ(1) ﾔﾏﾅｶ ﾊﾅｺ(1)
 46 17  8:40 茨木西 武内  麗奈(2) ﾀｹｳﾁ ﾚｲﾅ(2)
 47 27  8:41 交野二 應本  千尋(1) ｵｳﾓﾄ ﾁﾋﾛ(1)
 48 33  8:45 龍華 大西  楓(1) ｵｵﾆｼ ｶｴﾃﾞ(1)
 48 49  8:45 東淀 宮崎  偲月(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ(1)
 50 4  8:49 豊中十六 坂本  愛純(1) ｻｶﾓﾄ ｱｽﾞﾐ(1)
 51 29  8:50 東香里 峰松  舞(2) ﾐﾈﾏﾂ ﾏｲ(2)
 52 21  8:51 枚方一 河本  心音(2) ｶﾜﾓﾄ ｺｺﾈ(2)

13 千里丘 DNS
41 光明台 DNS

凡例 DNS:欠    場



女子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第3区        2㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 7  7:06 大教大池田 関  愛子(2) ｾｷ ｱｲｺ(2)
  2 47  7:10 田尻 舛本  来羽(1) ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ(1)
  3 37  7:30 誠風 浦田  美咲(1) ｳﾗﾀ ﾐｻｷ(1)
  4 16  7:31 養精 佐野  羽奏(2) ｻﾉ ﾜｶﾅ(2)
  4 46  7:31 日根野 昼馬  和芭(1) ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾊ(1)
  6 38  7:32 石尾 須藤  ひかり(2) ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾘ(2)
  7 31  7:45 さだ 峰  明香里(2) ﾐﾈ ｱｶﾘ(2)
  8 36  7:49 東陽 北井  莉瑚(2) ｷﾀｲ ﾘｺ(2)
  9 32  7:51 石切 石橋  芽衣(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾒｲ(2)
 10 12  7:53 片山 中野　陽南(2) ﾅｶﾉ ﾋﾅﾀ(2)
 10 43  7:53 北池田 片岡  柚稀(2) ｶﾀｵｶ ﾕｽﾞｷ(2)
 12 28  7:55 交野四 河村  日和(2) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾖﾘ(2)
 13 15  7:56 佐井寺 塩田  咲(2) ｼｵﾀ ｻｷ(2)
 13 35  7:56 峰塚 ジュン  娜来(1) ｼﾞｭﾝ ﾅﾚ(1)
 15 21  8:02 枚方一 内藤  恵菜(2) ﾅｲﾄｳ ｴﾅ(2)
 16 1  8:03 豊中三 則包  安貴子(2) ﾉﾘｶﾈ ｱｷｺ(2)
 17 6  8:04 渋谷 合田  伊織(1) ｺﾞｳﾀﾞ ｲｵﾘ(1)
 17 53  8:04 加美 寺嶋  愛生(2) ﾃﾗｼﾏ ｱｲ(2)
 19 8  8:09 箕面一 中森  陽香(1) ﾅｶﾓﾘ ﾊﾙｶ(1)
 19 19  8:09 高槻二 伊田  彩夏(1) ｲﾀﾞ ｻﾔｶ(1)
 21 54  8:11 墨江丘 久米  瑠璃(1) ｸﾒ ﾙﾘ(1)
 22 3  8:12 豊中十一 児玉  果林(1) ｺﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ(1)
 22 5  8:12 池田 吉福  麻央(1) ﾖｼﾌｸ ﾏｵ(1)
 24 10  8:13 吹田一 増田  涼子(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｺ(2)
 24 30  8:13 桜丘 坂根  七海(1) ｻｶﾈ ﾅﾅﾐ(1)
 26 24  8:14 楠葉 山下 咲希(1) ﾔﾏｼﾀ ｻｷ(1)
 26 50  8:14 相生 中井  日彗(1) ﾅｶｲ ﾋｽｲ(1)
 28 4  8:17 豊中十六 小島  優乃(2) ｺｼﾞﾏ ﾕﾉ(2)
 29 20  8:19 芝谷 田中  彩芽(1) ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ(1)
 29 44  8:19 浜寺南 山下  咲希(2) ﾔﾏｼﾀ ｻｷ(2)
 29 45  8:19 佐野 前野　歩希(1) ﾏｴﾉ ﾎﾏﾚ(1)
 32 18  8:22 彩都西 西原  愛栞(2) ﾆｼﾊﾗ ｱｲﾘ(2)
 33 29  8:24 東香里 新部  野乃花(1) ﾆｲﾍﾞ ﾉﾉｶ(1)
 34 17  8:27 茨木西 藤井  歩佳(2) ﾌｼﾞｲ ｱﾕｶ(2)
 35 34  8:28 誉田 吉井  夏葵(2) ﾖｼｲ ﾅﾂ(2)
 36 42  8:34 南池田 藤井  瞳来(1) ﾌｼﾞｲ ﾐｸﾙ(1)
 37 39  8:35 登美丘 岩本  悠花(1) ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｶ(1)
 38 26  8:36 四條畷 松嶋  幸子(2) ﾏﾂｼﾏ ｻﾁｺ(2)
 39 33  8:37 龍華 栗川  茉也(1) ｸﾘｶﾜ ﾏﾔ(1)
 40 52  8:39 今市 ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰﾔ沙衛(2) ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰﾔｻｴ(2)
 41 9  8:41 箕面三 田中  杏実(1) ﾀﾅｶ ｱｽﾞﾐ(1)
 42 25  8:45 深野 秋吉  好花(1) ｱｷﾖｼ ｺﾊﾙ(1)
 43 40  8:47 郷荘 改發  梨子(2) ｶｲﾊﾂ ﾘｺ(2)
 44 2  8:49 豊中九 江口  音(2) ｴｸﾞﾁ ﾉﾝ(2)
 45 51  8:52 旭東 矢野  さくら(2) ﾔﾉ ｻｸﾗ(2)
 46 11  8:53 吹田三 濱﨑  光海衣(2) ﾊﾏｻｷ ﾐﾐｲ(2)
 47 49  9:01 東淀 竹森  結子(2) ﾀｹﾓﾘ ﾕｲｺ(2)
 48 14  9:16 南千里 重富  結乃(1) ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｲﾉ(1)
 49 22  9:27 枚方二 伊藤  恵(2) ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ(2)
 50 23  9:52 枚方四 瀨古  乙葉(2) ｾｺ ｵﾄﾊ(2)
 51 27 10:06 交野二 森本  菜々子(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ(2)
 52 48 10:11 淡路 美藤  希(1) ﾐﾄｳ ﾉｿﾞﾐ(1)

13 千里丘 DNS
41 光明台 DNS

凡例 DNS:欠    場



女子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第4区        2㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 21  7:11 枚方一 白川  朝陽(1) ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ(1)
  2 47  7:26 田尻 野上  菜都(2) ﾉｶﾞﾐ ﾅﾂ(2)
  3 38  7:45 石尾 長田  ゆう(2) ｵｻﾀﾞ ﾕｳ(2)
  4 31  7:48 さだ 田野  結万(2) ﾀﾉ ﾕﾏ(2)
  5 16  7:50 養精 礒尾  舞衣(1) ｲｿｵ ﾏｲ(1)
  5 50  7:50 相生 松本  夢留(1) ﾐﾂﾓﾄ ﾐﾙ(1)
  7 20  7:55 芝谷 宮内  真桜(2) ﾐﾔｳﾁ ﾏｵ(2)
  7 46  7:55 日根野 中村  美羽(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾈ(2)
  9 17  7:58 茨木西 石戸  涼花(1) ｲｼﾄ ﾘｮｳｶ(1)
 10 43  7:59 北池田 西川  晏瑚(2) ﾆｼｶﾜ ｱｺ(2)
 11 3  8:00 豊中十一 山岡  美桜(1) ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ(1)
 11 8  8:00 箕面一 大西  憂依(1) ｵｵﾆｼ ﾕｲ(1)
 13 53  8:01 加美 新居  綾乃(1) ｱﾗｲ ｱﾔﾉ(1)
 14 10  8:02 吹田一 出口  楓華(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｶ(2)
 15 15  8:07 佐井寺 大前  友乃(2) ｵｵﾏｴ ﾕｳﾉ(2)
 15 36  8:07 東陽 髙橋  真央(1) ﾀｶﾊｼ ﾏｵ(1)
 17 19  8:08 高槻二 松井  奏(2) ﾏﾂｲ ｶﾅﾃﾞ(2)
 18 35  8:09 峰塚 前田  姫那(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅ(2)
 19 1  8:12 豊中三 上岡  優季乃(2) ｳｴｵｶ ﾕｷﾉ(2)
 19 5  8:12 池田 飯田  百々花(1) ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ(1)
 19 32  8:12 石切 仰木  千花(2) ｵｵｷﾞ ﾁﾊﾅ(2)
 19 45  8:12 佐野 大橋　瑶生(2) ｵｵﾊｼ ﾀﾏｷ(2)
 19 54  8:12 墨江丘 荒木  美音(1) ｱﾗｷ ﾐﾈ(1)
 24 6  8:13 渋谷 神田  ゆい(2) ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ(2)
 25 37  8:15 誠風 岩田  果子(1) ｲﾜﾀ ｶｺ(1)
 26 12  8:16 片山 浅川　碧海(2) ｱｻｶﾜ ｱｵｲ(2)
 27 24  8:20 楠葉 中井  李(1) ﾅｶｲ ﾓﾓ(1)
 28 23  8:26 枚方四 近藤  絢音(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ(2)
 29 26  8:31 四條畷 松本  樹奈(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ(2)
 30 14  8:32 南千里 木村  優芽(1) ｷﾑﾗ ﾕﾒ(1)
 30 33  8:32 龍華 渋川  心真姫(1) ｼﾌﾞｶﾜ ｺﾏｷ(1)
 32 2  8:34 豊中九 山下  凛々子(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾘｺ(1)
 32 18  8:34 彩都西 富田  栞帆(2) ﾄﾐﾀ ｶﾎ(2)
 34 9  8:35 箕面三 村松  咲実(1) ﾑﾗﾏﾂ ｴﾐ(1)
 35 29  8:38 東香里 高島  舞音(2) ﾀｶｼﾏ ﾏｵ(2)
 35 51  8:38 旭東 國見  砂星(2) ｸﾆﾐ ｻﾘｱ(2)
 37 30  8:40 桜丘 殿浦  花梨(2) ﾄﾉｳﾗ ｶﾘﾝ(2)
 38 7  8:41 大教大池田 長谷川  奈穂(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾎ(1)
 38 40  8:41 郷荘 梅村  優美(2) ｳﾒﾑﾗ ﾕｳﾐ(2)
 40 25  8:43 深野 中世  恵愛(1) ﾅｶｾ ｴｱﾘ(1)
 40 27  8:43 交野二 水田  朱音(1) ﾐｽﾞﾀ ｱｶﾈ(1)
 42 39  8:46 登美丘 高木  凜央(1) ﾀｶｷﾞ ﾘｵ(1)
 43 28  8:49 交野四 寺田  悠華(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙｶ(2)
 44 42  8:50 南池田 森  佑月(2) ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ(2)
 45 11  8:56 吹田三 西田  結愛(1) ﾆｼﾀ ﾞﾕｱ(1)
 46 48  8:57 淡路 島  未来(1) ｼﾏ ﾐｸ(1)
 47 4  9:01 豊中十六 佐藤  彩羽(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾊ(2)
 48 44  9:10 浜寺南 小笠原  めい(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾒｲ(2)
 49 52  9:14 今市 ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰｼｬ嘉恵(2) ﾃﾞｨｸｿﾝｱﾘｰｼｬｶｴ(2)
 50 49  9:33 東淀 秦  ひより(2) ﾊﾀ ﾋﾖﾘ(2)
 51 22  9:38 枚方二 的場  杏莉(1) ﾏﾄﾊﾞ ｱﾝﾘ(1)

34 誉田 DNF
13 千里丘 DNS
41 光明台 DNS

凡例 DNS:欠    場/ DNF:区間未完走



女子　 EKIDEN (駅伝)

区間リスト

　第5区        3㎞         
　　区間記録（SR)                           

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- -----
  1 37 10:49 誠風 西澤  茉鈴(2) ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ(2)
  2 12 11:02 片山 原田　彩花(1) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ(1)
  3 30 11:08 桜丘 武田  真音(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ (2)
  4 38 11:12 石尾 藤原  暖子(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｺ(2)
  5 47 11:13 田尻 山田  桜(2) ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾗ(2)
  6 5 11:21 池田 滝井  空良(1) ﾀｷｲ ｿﾗ(1)
  6 26 11:21 四條畷 柏木  華音(1) ｶｼﾜｷﾞ ｶﾉﾝ(1)
  8 36 11:23 東陽 齊藤  なごみ(2) ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ(2)
  9 35 11:26 峰塚 田中  彩貴(2) ﾀﾅｶ ｻｷ(2)
 10 32 11:33 石切 藤木  清圭(2) ﾌｼﾞｷ ｻﾔｶ(2)
 11 1 11:37 豊中三 梅川  瑞希(2) ｳﾒｶﾜ ﾐｽﾞｷ(2)
 11 54 11:37 墨江丘 上野  葵(2) ｳｴﾉ ｱｵｲ(2)
 13 20 11:43 芝谷 安盛  遙海(2) ﾔｽﾓﾘ ﾕｳﾐ(2)
 14 53 11:46 加美 村上  憂姫(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｷ(1)
 15 6 11:47 渋谷 石川  彩陽(2) ｲｼｶﾜ ｲﾛﾊ(2)
 16 52 11:49 今市 松宮  ののか(1) ﾏﾂﾐﾔ ﾉﾉｶ(1)
 17 23 11:58 枚方四 中西  菜月(2) ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ(2)
 17 43 11:58 北池田 和田  愛加(2) ﾜﾀﾞ ｱｲｶ(2)
 19 16 11:59 養精 阿部  梨乃(2) ｱﾍﾞ ﾘﾉ(2)
 20 31 12:04 さだ 上田  優空(1) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ(1)
 21 45 12:06 佐野 木村　穂乃香(2) ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ(2)
 22 50 12:10 相生 宮園  仁晴(2) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾐﾊﾙ(2)
 23 19 12:12 高槻二 入谷　萌絵(2) ｲﾘﾀﾆ ﾓｴ(2)
 23 44 12:12 浜寺南 伊坪  和香(2) ｲﾂﾎﾞ ﾁｶ(2)
 25 15 12:14 佐井寺 寺田  優芽(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾒ(2)
 26 21 12:17 枚方一 瓶子  乃彩(2) ﾍｲｼ ﾉｱ(2)
 27 28 12:21 交野四 中川  弥咲(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ(2)
 28 33 12:24 龍華 保坂  晴香(2) ﾎｻｶ ﾊﾙｶ(2)
 29 51 12:25 旭東 井口  栞(2) ｲｸﾞﾁ ｼｵﾘ(2)
 30 39 12:30 登美丘 田畑  朝媛(1) ﾀﾊﾞﾀ ｱｻﾋ(1)
 30 40 12:30 郷荘 清水  美沙樹(1) ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ(1)
 32 25 12:34 深野 亀田  友梨香(1) ｶﾒﾀ ﾞﾕﾘｶ(1)
 33 3 12:35 豊中十一 佐田  実優(1) ｻﾀ ﾐﾕｳ(1)
 34 7 12:36 大教大池田 沖本  紗采(1) ｵｷﾓﾄ ｻﾔ(1)
 35 29 12:39 東香里 宇都  実舞(2) ｳﾄ ﾐﾕ(2)
 36 9 12:40 箕面三 松川  千鶴(1) ﾏﾂｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ(1)
 37 42 12:43 南池田 屋良  夢乃(2) ﾔﾗ ﾕﾒﾉ(2)
 38 27 12:45 交野二 石橋  心結(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾕ(2)
 39 14 12:48 南千里 宮田  聡美(2) ﾐﾔﾀ ｻﾄﾐ(2)
 39 17 12:48 茨木西 高須賀  響希(2) ﾀｶｽｶﾞ ﾋﾋﾞｷ(2)
 41 8 13:01 箕面一 奥田  莉緒(2) ｵｸﾀﾞ ﾘｵ(2)
 42 2 13:15 豊中九 西浦  詩乃(1) ﾆｼｳﾗ ｼﾉ(1)
 42 18 13:15 彩都西 林  沙恵(2) ﾊﾔｼ ｻｴ(2)
 44 46 13:16 日根野 田華  希実(2) ﾀﾊﾞﾅ ﾉｿﾞﾐ(2)
 45 10 13:18 吹田一 田畑  葵唯(2) ﾀﾊﾞﾀ ｱｵｲ(2)
 46 4 13:22 豊中十六 吉塚  玲花(2) ﾖｼﾂﾞｶ ﾚｲｶ(2)
 47 49 13:39 東淀 山下  恵梨子(2) ﾔﾏｼﾀ ｴﾘｺ(2)
 48 22 13:45 枚方二 荒木  桜和(2) ｱﾗｷ ｻﾜ(2)
 49 11 13:54 吹田三 松本  梓(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ(1)

24 楠葉 DNF
34 誉田 DNF
48 淡路 DNF
13 千里丘 DNS
41 光明台 DNS

凡例 DNS:欠    場/ DNF:区間未完走


