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日本陸上競技連盟公認審判員規程
（2014 年３月改正）

＜任　　務＞
第１条　公認審判員は、国際陸上競技連盟ならびに日本陸上競技連盟（以下本連盟という）の競技規則によ

り、本連盟または加盟団体が主催、共催あるいは所管する競技会の審判をすることを任務とする。
＜資　　格＞
第２条　公認審判員は、加盟団体の登録会員でなければならない。
　　　　加盟団体の登録会員で 18 歳（３月末日を基準とする）に達した者は、公認審判員となり得る資格

を有する。
＜種　　別＞
第３条　公認審判員は、Ｓ級、Ａ級、Ｂ級とする。
　　１．Ｓ級公認審判員
　　　　永年にわたって審判活動に精励し、熟練した審判技術と知識を有する者。
　　２．Ａ級公認審判員
　　　　数多くの審判活動を通して、より高い審判技術と知識を身につけた者。
　　３．Ｂ級公認審判員
　　　　審判講習会を受講し、公認審判員として必要な技術と知識を身につけた者。
＜推薦と昇格＞
第４条　Ａ級公認審判員で満 10 年を経過し、60 歳（３月末を基準とする）に達した者はＳ級公認審判員と

なりうる資格を有する。毎年、加盟団体から推薦された者について、競技運営委員会で審査の上認定
し本連盟がこれを委嘱する。

　　　　加盟団体からの本連盟へのＳ級公認審判員の推薦期限は 12 月末日とする。
　　　　Ｂ級公認審判員で原則として満 10 年を経過した者はＡ級公認審判員となり得る資格を有する。
　　　　Ａ級、Ｂ級公認審判員は、加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。
　　　　加盟団体は毎年４月末日までに本連盟に対し当年４月１日現在の関係公認審判員数を報告しなけれ

ばならない。
　　　　日本学生陸上競技連合に登録する学生については、申請に基づき本連盟がＢ級公認審判員に委嘱す

ることができる。
＜解任と復権＞
第５条　公認審判員は、次の１、２項のいずれかに該当するときは、自動的にその任を解かれる。
１．登録会員でなくなったとき。ただし、特別の事情によって、一時的に登録会員でなくなっても、そ
の特別な事情が解消し再び登録会員となったときには、以前の資格を回復する。
２．競技会の審判を委嘱されたにもかかわらず、１年以上特別の理由なくその任にあたらないとき。
３．前１、２項により解任された者で復権を希望する者に対しては、申請に基づきＳ級公認審判員は本
連盟競技運営委員会審判部が審査し、本連盟がこれを委嘱する。またＡ級およびＢ級公認審判員につ
いては加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。

＜審判員の証明＞
第６条　公認審判員は、本連盟が定める公認審判員手帳を所持し、公認審判員証（カード）およびバッジを

着用して競技会の審判にあたるものとする。
＜競技会の構成＞
第７条　本連盟および加盟団体の主催、共催あるいは主管する競技会の審判は、補助員を除きすべて公認審

判員をもって構成する。
＜付　　則＞
第８条　公認審判員推薦手続き、公認審判員の取り扱い等については別に定める。
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公認審判員名簿（五十音順）
（2018年１月31日現在）

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

赤峰純弥太 東大阪市陸協

赤峰フミコ 東大阪市陸協

浅村真理子 大体大AC

葦原　慶治 吹田AC

足立　三郎 大阪市役所

足立　　尚 大阪教員クラブ

新井　　誠 サンクラブ大阪

在木　邦男 枚方市陸協

飯沼　信輝 大阪茗友クラブ

池上　　廣 JR西日本

石川　　弘 大阪教員クラブ

石田　誠司 日体クラブ

石田　隆司 大体大AC

石田　雅幸 大阪市役所

石谷　　壽 大阪マスターズ

石野　　基 紫郊クラブ

市川　廣己 東大阪市陸協

伊東　英夫 大阪茗友クラブ

伊藤　裕康 日体クラブ

稲葉　恵一 大阪教員クラブ

今西　修次 河内長野市陸上競技協会

岩谷　忠雄 天理クラブ

岩谷　元紀 大阪教員クラブ

上杉　憲二 和泉市陸協

上田　重隆 日体クラブ

植田　　勝 サンクラブ大阪

上野　行男 大阪府警

上野　史郎 吹田AC

上村　京司 松下電器AC

宇野　一郎 陸王クラブ

大塚　　力 天理クラブ

大橋　一男 大阪マスターズ

大松　政夫 中京大クラブ

大村　文弘 島根大AC

岡﨑　延之 大教大AC

岡田　邦夫 大阪ガス

岡橋　文治 大体大AC

岡本　　昭 中京大クラブ

岡本　勝也 大阪市役所

岡本　　博 中京大クラブ

小川　義久 日体クラブ

奥田　高三 大体大AC

奥田二三夫 大教大AC

小熊　利夫 大教大AC

尾崎　康彦 大阪精華クラブ

笠原　孝一 大阪マスターズ

梶田　孝志 大阪教員クラブ

梶原　廣之 大阪市役所

葛城　裕也 大阪教員クラブ

加藤　廣和 八尾市陸協

金谷　忠男 和泉市陸協

金谷　忠昌 新大阪AC

神谷　亭市 大阪市役所

川﨑　泰英 大阪教員クラブ

北田　耕之 大阪府警

木ノ本忠義 東大阪市陸協

九鬼　正一 浪商クラブ

口野　元祥 日体クラブ

熊木　利隆 大阪マスターズ

倉光　勇生 松下電器AC

黒田　高正 大教大AC

後藤　　清 天理クラブ

小松　　宏 関大陸友会

小松　正治 小教員クラブ

小森恵美子 大阪マスターズ

小森　泰弘 大教大AC

坂　比呂志 堺市陸協

阪上　光明 大市大陸友会

坂口　敏克 新大阪AC

佐々木敏行 紫郊クラブ

里村　利也 日体クラブ

讃岐　富男 大阪府庁

七條　昌一 大阪ガス

柴田　　稔 日体クラブ

芝田　基博 新大阪AC

嶋村　和己 八尾市陸協

清水　兼久 松下電器AC

下農　忠司 大阪教員クラブ

下村　　玲 大阪マスターズ

城島慶太郎 なにわJAC

塩飽　忠一 茨木市陸協

杉田　岩男 大阪AC

杉野美智子 天理クラブ

鈴木　茂男 堺走友会

須原　浩之 大阪順大クラブ

高橋　　庸 大阪茗友クラブ

高橋　節男 堺走友会

高群　哲夫 紫郊クラブ

口　信行 東大阪市陸協

竹内　　章 桃陰クラブ

竹田　敏信 堺走友会

竹田　　守 大阪教員クラブ

巽　　久男 泉大津AC

谷　健二郎 堺ランニングクラブ

谷口　清美 大阪ランナーズ

田渕　隆志 茨木市陸協

塚本　敏雄 大体大AC

塚本　雅三 大阪陸協

辻谷勇二郎 あびこクラブ

土野　長一 大阪陸協

津野　和彦 大体大AC

壷井　　宏 大教大AC

寺田　秀典 貝塚市陸協

土肥　　智 大阪マスターズ

当山　和明 堺ファインズ

徳原　修一 浪速AC

冨澤　英彦 大阪順大クラブ

戸山　隆明 東大阪市陸協

鳥居　邦男 大阪陸協

内藤　憲雄 紫郊クラブ

直島　利夫 大阪市役所

長池加代子 パナソニック㈱AIS社

長池　末喜 パナソニック㈱AIS社

長澤　孝人 NTT大阪

中島　俊秀 松下電器AC

中島　芳昭 サンクラブ大阪

中田　勝利 日体クラブ

中林　勝治 JR東海

永久　勝信 島根大AC

中村　　進 サンクラブ大阪

中村　武司 大阪府庁

長山　　茂 堺ランニングクラブ

成見　順治 紫郊クラブ

新居　　博 JR東海

西　　清由 大阪AC

西川　藤市 枚方市陸協

西田　政治 松下電器AC

西村美智子 小教員クラブ

西山加古郎 大阪市役所

新田　　守 日体クラブ

長谷川　昇 松下電器AC

畠中　光男 松下電器AC

濱田　良彦 サンクラブ大阪

早川　禎一 大阪府警

樋口　隆志 大阪順大クラブ

久門　　哲 大阪AC

樋元　四郎 大阪ガス

平岩　良一 大阪マスターズ

枇杷木　弘 大阪RC

福島　幹武 大阪RC

藤原進一郎 大阪市役所

藤原　宙造 大阪市役所

藤原　安博 天理クラブ

前川　　茂 大教大AC

前西　巧美 天理クラブ

槙山　政雄 大阪ランナーズ

馬迫　信一 天理クラブ

松川　良紀 枚方市陸協

松熊　義昭 日体クラブ

松下　　勇 大阪教員クラブ

松村　郁弘 日体クラブ

松村　信行 浪速AC

松村　康宏 日体クラブ

松村　美彦 大阪RC

松本　茂一 大阪順大クラブ

松本　富夫 大阪市役所

Ｓ級（180名）
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青木　正宏 大阪茗友クラブ

赤井　優美 大阪陸協

秋原　　悟 枚方市陸協

明智　威久 大体大AC

朝川　裕之 中京大クラブ

朝倉　　毅 貝塚走ろう会

麻田　陽子 鳴松クラブ

安達　芳恵 大阪マスターズ

新井　和泉 鳴松クラブ

新井　　肇 清風アスレチッククラブ

荒谷　　壮 大阪マスターズ

井川　正明 東大阪市陸協

生田　和久 TBタートルズ

池上　昌樹 大体大AC

池田　隆宏 天理クラブ

井阪　治夫 堺ランニングクラブ

石川　和宏 東淀川高AC

石田　克彦 吹田市陸協

石田　卓也 茨木市陸協

泉野千鶴雄 松下電器AC

井関　　雅 リメンバーAC

五十棲由佳子 岸和田市陸協

礒村　禎昭 茨木市陸協

市来　浩幸 大阪陸協

市田　美雪 大阪教員クラブ

井上　一哉 大阪陸協

井畑　忠視 日体クラブ

今口　政二 岸和田市陸協

今野　　宏 日体クラブ

岩井　和代 日体クラブ

岩崎　　誠 貝塚市陸協

植田　哲也 松下電器AC

上田　博子 小教員クラブ

上田　雅和 吹田AC

上田　真弘 天理クラブ

内田　吉彦 蒼穹会

内海　裕一 大教大AC

宇野　初男 大阪マスターズ

宇留間茂旺 リメンバーAC

雲財　康雄 大教大AC

江角　俊幸 チームマル籠

江畑　憲一 浪商クラブ

大久保清子 大阪AC

大倉　節子 大泉緑地RC

大黒　祥光 堺市陸協

大槻　明美 桃陰クラブ

大堂　芳明 和泉市陸協

大西　真平 大教大AC

大西　　光 島根大AC

大野　廣介 大阪陸協

大松　敬子 大教大AC

大家　京子 枚方市陸協

大利　　大 大教大AC

岡井　里佳 天理クラブ

岡崎知佳子 なにわJAC

岡崎　利彦 大阪陸協

緒方　敬一 大阪陸協

岡田　正義 島根大AC

岡本　有美 大体大AC

荻間　栄二 大阪順大クラブ

奥田修一郎 サンクラブ大阪

奥田　武史 岸和田健康クラブ

奥野　吾一 吹田AC

小澤　千晶 富田林AC

小澤　千晴 富田林AC

小野　吉永 関大陸友会

甲斐　理久 東大阪市陸協

角正　美之 中京大クラブ

角野喜久治 なにわJAC

角野兼太郎 なにわJAC

籠谷　昌義 泉大津AC

梶　　真弓 サンクラブ大阪

梶田　英志 大阪陸協

数野　哲也 NTTドコモ

片岡　敏哲 近畿大学AC

桂　　正明 大阪茗友クラブ

加藤富美子 鳴松クラブ

角野　照代 堺市陸協

門脇由美子 大教大AC

金尾　博之 大阪順大クラブ

加納　由朗 中京大クラブ

釜本　浩明 日体クラブ

上畑　充弘 寝屋川AC

川口　雅典 大阪ID

川島　和則 大阪陸協

川西　厳史 大阪高校クラブ

川野加代子 堺市陸協

川端　健介 桃陰クラブ

河原　恒樹 松下電器AC

河村祐二郎 豊中市陸協

寒川　公嗣 チームマル籠

神嵜　勝則 堺走友会

上林　乙雄 岸和田市陸協

木﨑　真琴 大阪陸協

岸上　輝佳 サンクラブ大阪

岸田　和大 泉佐野市陸協

岸田　拓之 チームもんごる

北川　浩司 浪商クラブ

北口　　徹 大教大AC

北西　広和 大阪教員クラブ

北野　利彦 泉大津AC

北林　邦昭 堺走友会

北村　陽一 JumpingGate

木下　晴義 天理クラブ

木下　ミキ なにわJAC

木村　重房 天理クラブ

清川　庸一 東大阪市陸協

桐山　貴宏 チームマル籠

金納　英彦 大教大AC

草間　義彦 紫郊クラブ

倉野　正信 天理クラブ

黒川　和要 大阪茗友クラブ

黒川　佳彦 アスリートネット

黒坂　智瑞 大体大AC

元坂　道幸 河内長野市陸上競技協会

小池　寿彦 大阪陸協

神前　圭輔 アスリートネット

河野由起子 吹田AC

小阪　源司 大阪順大クラブ

児島　真一 リメンバーAC

古城　　健 大阪茗友クラブ

小塚　　湖 大阪高校クラブ

後藤　直美 Bee sports

後藤日出樹 大体大AC

小西　耕平 浪速AC

小西　宏之 大阪市役所

Ａ級（379名）
氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

南　　哲二 サンクラブ大阪

美濃部勝行 岸和田市陸協

宮尾　正次 大阪府庁

三宅　秀司 大阪陸協

宮崎　逸男 松下電器AC

向井　肇晴 大阪茗友クラブ

村井　正信 なにわJAC

森井　正和 紫郊クラブ

薬師寺茂夫 日体クラブ

矢代　雅昭 関大陸友会

安田　賢司 中京大クラブ

藪下　正治 浪速AC

山川　昭夫 松下電器AC

山下　　弘 大阪マスターズ

山中　保博 大阪RC

山本　俊雄 天理クラブ

湯本　　修 大教大AC

横谷　良勝 大阪マスターズ

吉井　一郎 大阪AC

吉澤　明紘 JR西日本

吉村　公男 大阪市役所

米田　昭一 小教員クラブ

脇田　弘毅 大阪茗友クラブ

渡辺　　毅 天理クラブ

氏　名 所属クラブ
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髙木　友理 大阪陸協

高田　　直 大阪BOARS

高橋　敦司 大阪教員クラブ

高橋　愛美 泉大津AC

田上　博隆 堺市陸協

高森　彩子 富田林AC

宅田　　智 貝塚市陸協

武居　礼子 大阪府庁

竹内　敬一 和泉市陸協

竹口　恵子 大阪陸協

武田　忠義 豊中市陸協

武田　夏実 関大陸友会

竹田　良喜 大教大AC

竹中　広行 NTT西日本OBクラブ

竹中　　萌 大教大AC

田尻由美子 大阪茗友クラブ

巽　　友宏 大阪陸協

田中　完治 大阪順大クラブ

田中　啓介 チーム走兄弟

田中　裕章 東大阪市陸協

田中　陽子 チームマル籠

田中　洋平 河南陸上クラブ

田中　淑子 生野AC

谷　　啓介 満天クラブ

谷　　尚美 鳴松クラブ

谷　　広伸 天理クラブ

谷岡　信吉 岸和田市陸協

谷口　和隆 アスリートネット

谷本　　諭 大阪陸協

近西　弘行 大阪順大クラブ

中馬　義宗 大阪洛南高校クラブ

塚本　勇次 堺市陸協

佃　　　衛 大教大AC

辻　　秀明 東大阪市陸協

辻　　弘雅 大体大T．C

辻本　吉寛 大阪教員クラブ

妻澤　利彦 大阪教員クラブ

鶴川　久寿 関西AC

出石智佳子 大教大AC

出口　智浩 堺市陸協

出村谷仁美 大阪AC

寺脇　久人 大阪茗友クラブ

當房　佳祐 東大阪市陸協

豊田　　元 天理クラブ

永井　　敬 和泉市陸協

中井　芳之 チームマル籠

中尾　友紀 大体大T．C

中阪　紀子 大阪陸協

中里　真一 河南陸上クラブ

中島　静一 中島クリニックTC

中須賀久尚 大阪教員クラブ

中田　恵美 アスリートネット

中谷　泰三 大阪市役所

中西　　昭 日体クラブ

中西　　正 吹田AC

中野　孝夫 堺市陸協

中野　俊夫 大阪陸協

中野　成明 大教大AC

中野　紀之 大教大AC

中坊　久美 浪商クラブ

仲間　聖子 大阪陸協

中村　孝一 豊中市陸協

中村　淳子 サンクラブ大阪

中村　利美 大阪市役所

中村　訓明 枚方市陸協

中村　訓之 大教大AC

中村　陽子 天理クラブ

中本　喜一 和泉市陸協

中家　大治 寝屋川AC

中山　拓史 OPVC

永山　隆一 大体大AC

名手　　正 日体クラブ

成瀬　竜也 大体大AC

新井田朋子 八尾市陸協

西　　菊一 池田AC

西内　克己 NTT西日本OBクラブ

西川　隆士 北河内五市教員クラブ

西野　修二 チームマル籠

西村　元博 リメンバーAC

西村龍太郎 東大阪市陸協

西森　幸雄 関西電力

二宮　　一 大市大陸友会

野口　明郎 吹田AC

野口　浩幸 大阪陸協

野口　雅嗣 東大阪市陸協

野寺　　茂 小教員クラブ

野中　博志 大体大AC

長谷川哲男 大阪市役所

畠山　　功 大教大AC

畑中　秀友 島根大AC

馬場　幸治 リメンバーAC

馬場　重行 関大陸友会

濵口　　昇 浪商クラブ

濱﨑　　弘 日体クラブ

林　　正三 茨木市陸協

葉山　尚久 東大阪市陸協

原田　　健 大阪茗友クラブ

原田　新也 大教大AC

日尾　泰也 大教大AC

東　　実道 JR東海

東出　有紗 チームもんごる

泥谷加代子 大阪AC

人見　周太 アスリートネット

兵部喜久雄 RCおくれびと

平岡　大嗣 太成AC

平田　眞二 大阪教員クラブ

平野　　誠 日体クラブ

平野　芳男 大阪陸協

平林　伸一 大阪教員クラブ

福井与志雄 満天クラブ

福島　智子 松下電器AC

福田　義則 浪速AC

福本真以子 関大陸友会

福山　大吾 天理クラブ

藤井　郁恵 サンクラブ大阪

藤井　正道 大体大AC

藤崎　清江 新スポ連大阪快走クラブ

藤田　幸久 大阪陸協

藤本　　努 アスリートネット

藤本　正之 天理クラブ

藤原　智美 天理クラブ

伏石　政司 大阪府警

舩津　哲史 大阪茗友クラブ

細江　菜摘 島根大AC

細江　優輔 OPVC

堀田　育利 大阪茗友クラブ

堀　　隆志 浪商クラブ

本鍋田浩司 天理クラブ

前田　　理 紫郊クラブ

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

小林　和夫 大阪順大クラブ

小林　恵子 リメンバーAC

小林　　亨 大阪陸協

小林　正典 枚方市陸協

小林　良太 JumpingGate

小松　和樹 大教大AC

小森　一平 大阪陸協

小山　直幸 大体大AC

齋部　孝之 東大阪市陸協

左海　秀晃 JumpingGate

坂植　舞美 大阪陸協

坂下　勝正 大阪府庁

坂梨　良太 日体クラブ

坂根　博一 寝屋川AC

坂部　雄作 アスリートネット

佐々木征三 堺走友会

佐嶌　重司 泉大津AC

佐多麻衣子 桃陰クラブ

定井　則久 東大阪市陸協

定木　徹治 NTT西日本OBクラブ

重綱　彦也 大教大AC

芝池　千明 大教大AC

柴田　宏司 大阪マスターズ

芝山　賢次 紫郊クラブ

嶋田　祐也 t.t.n

島津　勝己 紫郊クラブ

嶋中　重美 大教大AC

島村　宏二 豊中市陸協

〆野　敏行 大阪順大クラブ

下高原　朝 きんでん

浄閑　智広 チームもんごる

小路　　瑛 大阪陸協

城島　悦子 なにわJAC

新宅　和子 豊中市陸協

吹田　光弘 大阪陸協

菅原　　久 大体大AC

杉田　　宏 大阪教員クラブ

杉山　一馬 リメンバーAC

鈴木　　直 日体クラブ

砂川　秀治 吹田AC

瀬尾　和祥 大阪陸協

背戸　　洋 アスリートネット

千田　直裕 OPVC

氏　名 所属クラブ
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前野　　力 大阪陸協

増田　行敏 大阪茗友クラブ

増田　慶和 大阪陸協

松井　江美 大阪高校クラブ

松浦　博文 太成AC

松岡　　武 関大陸友会

松下　正行 大阪教員クラブ

松田　光弘 東大阪市陸協

松永　考史 生野AC

松原美代賀 小教員クラブ

松村　茂樹 日体クラブ

松村　新平 島根大AC

松村　隆平 大阪高校クラブ

松本　浩一 サンダーバード

松本　幸之 アスリートネット

松本　　剛 吹田AC

松本登至子 大阪陸協

松本　敏秀 大阪教員クラブ

松本　淑子 日体クラブ

丸尾兼市郎 大阪マスターズ

三上　　匡 大教大AC

水谷　勝重 大阪市役所

溝腰　好高 アスリートネット

溝端　茂樹 リメンバーAC

溝畑　　基 貝塚市陸協

御堂　　浩 太成AC

南　　良一 大阪ランナーズ

宮井　健太 天理クラブ

宮川　洋也 金化堂宮川商店

宮崎　晋吾 日体クラブ

宮原　雅一 スマイルジョガーズ

宮部　隆夫 大阪茗友クラブ

宮村　誠一 天理クラブ

宮本　志郎 清風アスレチッククラブ

撫井　弘志 大阪順大クラブ

槿原　秀一 大体大AC

村井　経世 大体大AC

村田　圭介 東大阪市陸協

村林　隆志 浪商クラブ

室井　愉志 OPVC

目賀田裕雄 サンクラブ大阪

米良　秀夫 大阪AC

氏　名 所属クラブ
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青山　正一 大阪マスターズ

赤井　勇介 チームマル籠

赤倉　得三 堺走友会

赤松　和希 大阪陸協

秋山　克悟 寝屋川AC

秋山　広樹 大阪陸協

浅井　卓也 あびこクラブ

浅井　裕介 大阪洛南高校クラブ

浅井　葉子 北河内五市教員クラブ

朝倉　勝志 新スポ連大阪快走クラブ

浅田　　翔 大阪陸協

朝野　友子 大阪ID

朝原　宣治 大阪ガス

浅村　信昭 大体大AC

浅村　康子 大体大AC

足立　英幸 茨木市陸協

阿部　寛令 EXPO

天野　瑠菜 東大阪市陸協

荒川　啓子 吹田カメの子会

荒川　龍児 吹田カメの子会

荒地　秀子 泉佐野市陸協

荒西　一盛 大阪陸協

有住　　遥 和泉市陸協

有田　孝承 大阪陸協

安喰　功一 大阪陸協

安藤　伸行 チームマル籠

安野　勝寿 チームマル籠

飯村　嘉彦 茨木市陸協

猪鹿倉哲雄 泉佐野市陸協

幾　　珠美 大阪陸協

生島　将光 スポ・ボラ大阪

井口　佳哉 大阪陸協

井口　裕文 大阪陸協

池上　健三 大阪マスターズ

池田　　薫 大阪陸協

池田　　功 和泉市陸協

池田　信吾 大阪陸協

池田　大輔 枚方市陸協

池田　孝博 大阪精華クラブ

池戸　　智 豊中市陸協

池野　義輝 大阪マスターズ

池畑　正已 和泉市陸協

伊佐　嘉矩 アスリートネット

石井　謙次 大阪陸協

石川佐代子 小教員クラブ

石川　博一 ウインクK大阪

石木　萌子 吹田市陸協

石倉　省吾 豊中市陸協

石黑　雅大 大阪陸協

石田佐和子 大阪RC

石田　崇彦 大阪陸協

石田　富美 茨木市陸協

石橋　照男 関西AC

石橋　典子 大阪国際大AC

石橋　靖敬 チームマル籠

石原　弘一 東大阪市陸協

石原　幸子 守口市陸協

石原　　武 守口市陸協

石原和歌子 守口市陸協

井嶋　謙太 大阪陸協

泉原　　敦 泉大津AC

泉原　　貢 泉大津AC

泉　　幸雄 堺ランニングクラブ

出雲谷恭子 OAMグループ

磯部　　維 大阪茗友クラブ

井谷　　清 浪商クラブ

市川　壮太 大阪教員クラブ

市田　歩実 大阪陸協

伊藤　和雄 泉佐野市陸協

伊藤紀久夫 寝屋川AC

伊藤　邦典 関大陸友会

伊藤　健一 吹田中ノ島ランナーズ

伊藤　伸祐 豊中市陸協

伊東みずき 浪商クラブ

伊藤　善弘 枚方市陸協

稲木　　収 東大阪市陸協

稲田　利明 大阪マスターズ

稲本　峰雄 貝塚市陸協

乾　多留男 淀川ランナーズ

井上　達史 貝塚市陸協

井上　孝和 大阪市役所

井上　直也 河南陸上クラブ

井上　雅啓 大阪陸協

井上裕美子 OSAKA.T.C

Ｂ級（972名）
氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

森　　　新 鳴松クラブ

森　　　徹 泉大津AC

森　　康員 天理クラブ

森井　辰典 大教大AC

盛影　君夫 大阪陸協

森下　淳一 堺走友会

森本　和也 豊中市陸協

森山　珍一 大阪茗友クラブ

矢倉　雅晃 走思走愛

安川　嘉亮 アスリートネット

安田　　功 吹田AC

保田　隆也 大阪陸協

保田　智子 大阪陸協

矢竹　貴裕 大体大AC

山口　　周 アスリートネット

山口　一行 大阪教員クラブ

山口　忠広 サンクラブ大阪

山﨑　　敦 日体クラブ

山地　繁信 大阪ガス

山下　直樹 サンクラブ大阪

山下　文夫 東大阪市陸協

山田　真一 紫郊クラブ

山田　　昇 大阪陸協

山本　文子 池田AC

山本　　修 中京大クラブ

山本　幸治 天理クラブ

山本　有那 鳴松クラブ

横田　和行 浪商クラブ

横山　司良 関西AC

吉井　　敦 走思走愛

吉井　利弘 大阪AC

吉岡　照晃 関大陸友会

吉岡　裕二 大阪陸協

吉田　貴之 天理クラブ

吉田　弘一 天理クラブ

吉本　誠二 なにわJAC

吉本　博志 大教大AC

米川　和宏 大体大AC

和久　　衞 大阪陸協

氏　名 所属クラブ
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運天　雅士 アスリートネット

江頭　信之 奥アンツーカ

榎坂　佳子 大塚AC

榎並諒二郎 チーム もんごる

上田　由香 和泉市陸協

大井　道志 大塚AC

大石　虎男 スポ・ボラ大阪

大内　健司 浪速AC

大江　　学 阪南市陸協

大鴨　敏之 小教員クラブ

大川実由貴 東大阪市陸協

大機　和正 大阪ID

大北　倶之 大阪ランナーズ

大倉　新治 枚方市陸協

大迫　和信 堺SKC

大下　正行 茨木市陸協

大嶋　　晃 東大阪市陸協

太田　和宏 岸和田健康クラブ

太田　真徳 大阪陸協

大谷　　明 チームマル籠

大谷　真梨 東大阪市陸協

大塚　堅三 大教大AC

大西　智広 大阪市役所

大西　　誠 大阪精華クラブ

大西　由朗 走思走愛

大野　　淳 大阪精華クラブ

大野　鐘三 大阪府庁

大野　靖弘 堺市陸協

大野　弥生 大阪陸協

大場咲衣子 大阪陸協

大橋　　誠 OAMグループ

大原　達哉 池田AC

大前　知也 枚方市陸協

大向井一枝 真如陸上クラブ

大谷　　亮 大阪茗友クラブ

大脇　裕也 北河内五市教員クラブ

岡　　錠治 大阪陸協

岡　美奈恵 大阪陸協

岡崎　　聡 大阪陸協

岡崎　雄太 東大阪市陸協

岡田　和之 大阪陸協

岡田　純輝 大阪教員クラブ

岡田　直之 トータルスポーツ

岡田　速美 豊中市陸協

岡田　尚史 豊中市陸協

岡田　祐也 桃陰クラブ

岡谷　剛志 大阪陸協

岡部　和人 大阪BOARS

岡本　章宏 奥アンツーカ

岡本　拓也 隼

岡本　　浩 大阪ID

小川　京子 大阪ランナーズ

小川　大樹 大阪陸協

小川　理美 寝屋川AC

沖村　史生 吹田カメの子会

沖村　加子 吹田カメの子会

奥　　洋彦 奥アンツーカ

奥　　洋治 奥アンツーカ

奥田　　聡 島根大AC

奥田　龍男 大阪市役所

奥谷　勝弘 堺市陸協

奥ノ十智生 泉佐野市陸協

奥野　　浩 清風アスレチッククラブ

小椋　麻世 泉佐野市陸協

桶谷　有輝 豊中市陸協

小田　憲治 吹田AC

落合　邦広 東大阪市陸協

小野　和彦 生野AC

小野美紗季 大阪陸協

尾原侑一郎 コスモAC

折口　宰紀 奥アンツーカ

織田　隆之 和泉市陸協

皆良田香子 豊中市陸協

加賀谷弘之 堺市陸協

垣内　美紀 貝塚市陸上競技協会

垣内　良友 寝屋川AC

垣田　　稔 池田市陸上競技協会

鍵谷　雄馬 大阪陸協

角正　真之 大阪市役所

角谷　彰三 貝塚市陸協

笠原　啓二 関大陸友会

笠谷　直美 リメンバーAC

梶田　英里 鳴松クラブ

樫葉　潤子 泉佐野市陸協

鹿嶋　大介 和泉市陸協

鹿嶋　雅史 和泉市陸協

柏山　芳孝 八尾市陸協

加尻　　恵 サンクラブ大阪

片岡　紀子 富田林AC

片山　健太 大阪陸協

片山　茂樹 豊中市陸協

勝浦　　督 東大阪市陸協

勝田　宣孝 大阪陸協

鹿角　　愛 和泉市陸協

門　　武志 大阪陸協

加藤　み幸 大阪陸協

門田　拓也 大阪国際大AC

鹿子　　昇 大阪BOARS

鎌苅理恵子 AST

釜野　圭市 美原体育協会

神宮　雅彦 大阪教員クラブ

亀井　洋志 あびこクラブ

唐津　征司 奥アンツーカ

川上　　卓 大阪高校クラブ

川口　碩史 DCT-AC

川﨑　千鼓 チームもんごる

川瀬　　岳 大阪陸協

川田　孝夫 扶桑薬品

河野　和美 スポ・ボラ大阪

川端　浩司 泉佐野市陸協

河原　賢治 堺ランニングクラブ

河原　紀彦 東大阪市陸協

川村　裕勇 吹田カメの子会

川村　　亮 生野AC

河本　郁子 富田林AC

川本　晃亜 大阪教員クラブ

川本　敏一 新大阪AC

川本　敏彦 大阪陸協

神田　真一 大阪教員クラブ

神野　眞人 阪南市陸協

神野　由則 大阪マスターズ

上林　美佐 岸和田健康クラブ

神原　啓祐 アスリートネット

神原　雅子 堺走友会

菊地　　洊 スポ・ボラ大阪

岸　　哲生 大阪陸協

岸下　雅幸 スポ・ボラ大阪

岸田　秀子 大阪RC

岸田　正啓 浪商クラブ

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

今井　賢一 吹田AC

今井　秀晃 トータルスポーツ

今井美耶弥 大塚AC

今木　一充 ACたまがわ

今中　俊久 大阪教員クラブ

今堀　健二 阪南市陸協

今村明日香 清水谷AC

今村さくら 北河内五市教員クラブ

井本　晃之 堺市陸協

岩岸　　淳 浪速AC

岩見富士雄 堺SKC

上岡　　誠 吹田ヘルス

植木　陽治 大阪茗友クラブ

上崎　博孝 大阪陸協

上杉　宏治 大体大T．C

上田　　彩 守口市陸協

上田　和也 大阪陸協

上田　　浩 クローバー

上田　　豊 羽曳野RCS

上田　　譲 大阪市大陸友会

上原　　哲 吹田カメの子会

植松　麻衣 生野AC

植本　時彦 陸王クラブ

上山　大貴 DCT-AC

宇賀　恵子 天理クラブ

宇賀　勇介 ロングライフ

鵜飼　良一 浪速AC

牛込龍一郎 河内長野市陸協

臼井　秀樹 泉大津AC

臼坂　　駿 岸和田市陸協

内田　綾子 大阪陸協

内田　治雄 コスモAC

内田　裕康 長居わーわーず

打谷美佐子 泉大津AC

海内　佑典 北河内五市教員クラブ

海原　重男 新大阪AC

梅田　瑶子 浪速AC

梅谷　克己 チーム走兄弟

浦西　洋平 寝屋川AC

浦宮美沙紀 東大阪市陸協

裏山　和男 和泉市陸協

裏山　麗子 和泉市陸協

上床　祐輔 大阪陸協

氏　名 所属クラブ
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貴嶋　孝太 大体大T．C

岸本　京子 茨木市陸協

岸本　邦彦 熊取AC

岸本　敬仁 熊取AC

岸本　好美 貝塚市陸協

木田　新一 島根大AC

北井　敏雄 大阪陸協

北尾　貴治 奥アンツーカ

喜多川あや子 吹田市陸協

北川　耕司 東大阪市陸協

北川　直樹 大阪BOARS

北川ユカリ ウインクK大阪

北口佳世子 桃陰クラブ

北口　惠介 大阪陸協

北島　淳平 清水谷AC

北田　仁彦 OAMグループ

北辻　研人 大阪陸協

北出　　誠 泉北RC

北出　祥夫 泉北RC

木谷　隆典 阪南市陸協

北林　直哉 大阪市役所

北御門孝文 東大阪市陸協

北羅　琢也 大阪陸協

義藤　政芳 淀川ランナーズ

絹岡なずな 満天クラブ

衣川　晃介 チームもんごる

木下　大司 岸和田市陸協

木村　舞華 大阪陸協

京野　　勉 浪速AC

日下　良介 大阪陸協

楠本　　昇 堺走友会

工藤　孝富 大阪陸協

久保　達也 吹田市陸協

久保とし子 OAMグループ

久保　喜敬 大阪府庁

久保木　博 茨木市陸協

久保田和宏 清水谷AC

久保田健嗣 大阪高校クラブ

久堀　新吾 大阪陸協

熊谷　匡昭 満天クラブ

熊谷　　悠 大阪陸協

熊田　尚弘 なにわJAC

倉冨　　浩 大阪陸協

氏　名 所属クラブ
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阪口喜代子 貝塚市陸協

阪口　純一 北河内五市教員クラブ

阪口　晋平 泉佐野市陸協

坂口　伸六 大阪陸協

阪口　貴弘 大阪陸協

坂口　岳史 大阪走友会

坂口　晴則 和泉市陸協

阪口　良晴 貝塚市陸協

阪口　　亮 大阪陸協

坂下　友一 大阪陸協

坂田　幸代 茨木市陸協

坂谷　義馬 大阪陸協

坂本　啓子 大阪陸協

坂本泰治郎 熊取AC

坂本　雄希 東大阪市陸協

坂本　裕治 東大阪市陸協

坂本　義治 熊取AC

鷺森　　正 大阪教員クラブ

桜井　康司 浪速AC

佐合　　徹 大阪精華クラブ

佐々木絵里香 北河内五市教員クラブ

佐々木　悠 チームもんごる

笹倉　英男 あびこクラブ

佐竹　　淳 アスリートネット

佐藤　　諭 コスモAC

佐藤　　勉 パナソニック㈱AIS社

佐藤　麻衣 大阪陸協

佐毘　るり 吹田市陸協

鮫島　　賢 泉佐野市陸協

沢尾　恵子 大阪陸協

澤村真由子 満天クラブ

椎野　尚子 大阪ヱフォートAC

椎野　直高 大阪エフォートAC

塩地　弘和 枚方市陸協

塩見　敦子 大阪国際大AC

塩見　忠光 堺走友会

塩山　博之 大阪陸協

志儀　和明 豊中GC

重野　浩一 浪速AC

芝　　真宏 和泉市陸協

柴田　秀治 スターヒルズ

柴原　健太 JOKER

渋谷　恭二 大阪教員クラブ

島田　悠滋 大阪馳走くらぶ

島田　由来 鳴松クラブ

島津　将基 大塚AC

清水　隆寛 寝屋川AC

清水　知美 大阪陸協

清水　琢也 茨木市陸協

下尾　咲子 茨木市陸協

庄司　久和 熊取AC

庄司　昌規 和泉市陸協

白井　政子 堺ランニングクラブ

白石　大悟 桃陰クラブ

白草　彰平 チームもんごる

白砂伊津子 貝塚市陸協

白濵　光昭 奥アンツーカ

城山　泰豪 ACたまがわ

進藤　周二 桃陰クラブ

新明　直樹 チームもんごる

末永　浩基 大阪陸協

須ヶ牟田京子 東大阪市陸協

杉田伊知子 浪商クラブ

杉田　憲彦 サンクラブ大阪

杉本　健太 大阪陸協

杉本　　龍 JOKER

図師　文雄 大阪陸協

鈴木　克爾 岸和田健康クラブ

鈴木　浩一 陸王クラブ

鈴木　拓磨 堺市陸協

鈴木　智貴 大阪陸協

鈴木　雅幾 東大阪市陸協

鈴木　義明 クボタ陸上部

須田　純次 清水谷AC

須谷　美幸 大阪陸協

墨　真太郎 小教員クラブ

住山　正樹 河南陸上クラブ

諏訪　久子 真如陸上クラブ

清家　大地 北河内五市教員クラブ

妹尾　行治 美原体育協会

造田　明徳 トータルスポーツ

園生　一行 泉北RC

田井　光宣 大阪陸協

平　　昌弘 真如陸上クラブ

髙井　綾子 東大阪市陸協

髙木　玲子 なにわJAC

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ氏　名 所属クラブ

倉橋　泰博 奥アンツーカ

久利　武弘 大阪市役所

栗原　敏修 OAMグループ

黒瀬　義雄 阪南市陸協

黒田　和希 チームマル籠

桑田　　彰 阪南市陸協

桑名　　学 長居わーわーず

桑原　満生 NTT西日本OBクラブ

小泉　和彦 枚方市陸協

光澤　宏宣 OSAKA.T.C

合田　　誠 天理クラブ

河野　秀俊 日体クラブ

古賀　早絵 東大阪市陸協

小北　　希 鳴松クラブ

小坂　優子 大阪マスターズ

小島　芳弘 大教大AC

小菅　優人 チームもんごる

小田　紳介 大阪陸協

五島　正訓 EXPO

小西　朝之 チーム走兄弟

小橋　賢二 アスリートネット

小早川千恵 富田林AC

小林　信之 大阪陸協

小林　博則 大阪陸協

駒居　智志 RCおくれびと

小南　和也 泉佐野市陸協

小宮　泰子 泉佐野市陸協

小森　和夫 泉大津AC

小山　朋己 茨木市陸協

小山　春光 大阪マスターズ

近藤　　潤 大阪茗友クラブ

近藤　英昭 大阪陸協

西條　忠雄 大阪ランナーズ

齊藤　浩平 大阪陸協

齋藤　　直 チームマル籠

斎藤　峰子 吹田AC

齋藤　泰弘 泉大津AC

齊藤　了多 大阪陸協

酒井　照太 SENSEIRUN

坂井　大輔 大阪陸協

坂井　裕司 大阪陸協

阪口　　治 寝屋川AC

坂口　和浩 貝塚市陸協
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氏　名 所属クラブ

帯刀　俊彦 大阪マスターズ

田所　竜翔 チーム走兄弟

田中　彩加 茨木市陸協

田中　静香 チームもんごる

田中　伸一 大阪走友会

田中　　進 堺SKC

田中　岳人 大阪陸協

田中　千晴 吹田市陸協

田中　豊一 熊取AC

田中　奈月 大阪陸協

田中　信行 大阪陸協

田中ひかる スターヒルズ

田中　英和 大阪府立大学AC

田中　宏之 枚方マスターズ陸上競技クラブ

田中　正夫 吹田市陸上競技協会

田中　裕雄 岸和田市陸協

田中　　友 大阪陸協

田中　勇記 茨木市陸協

田中　嘉則 枚方市陸協

田中　祥介 浪速AC

田名瀬洋平 大阪陸協

谷　　憲治 大阪陸協

谷　　直樹 大阪陸協

谷口　貴章 大阪陸協

谷口　博信 豊中市陸協

谷口　有紀 大阪ガス

田野　達也 チームマル籠

田畑　周作 天理クラブ

田端　直也 泉佐野市陸協

團　　正昭 阪南市陸協

近澤　一友 大阪教員クラブ

千々岩晃一 豊中市陸協

千葉　　哲 紫郊クラブ

知村　　誠 大阪陸協

塚本　亮平 八尾市陸協

月木　滋夫 泉佐野市陸協

佃　　孝智 泉佐野市陸協

辻　　剛史 チームマル籠

辻　　俊勝 大阪市役所

辻　　智子 小学校教員クラブ

辻　　裕美 大阪教員クラブ

辻　　将己 大阪陸協

辻井　秀伸 奥アンツーカ

辻尾　文雄 堺市陸協

辻岡　朋貴 小教員クラブ

辻野　一郎 大阪陸協

辻林　憲次 大阪陸協

辻村　　萌 あびこクラブ

辻本　颯太 関大陸友会

辻本　貴昭 八尾市陸協

津田　恵理 OAMグループ

津田　昌一 大阪教員クラブ

土田　繁輝 清水谷AC

土屋　友輝 茨木市陸協

土山　　聡 大阪陸協

筒井　和子 真如陸上クラブ

筒井　基成 スマイルジョガーズ

堤　　佳弘 堺市陸協

綱　　創晶 OPVC

津野　眞仁 阪南市陸協

坪井麻里子 東大阪市陸協

坪内　和久 東淀川高AC

坪野　瑞樹 大阪陸協

鶴岡なつみ 茨木市陸協

手島　良次 豊中市陸協

寺田　健太 大教大AC

寺田　伸司 貝塚市陸協

土井　洸昌 鳴松クラブ

土居　聖也 北河内五市教員クラブ

堂野　起佐 大阪陸協

當房　　章 東大阪市陸協

陶山　俊三 大阪市役所

徳田　英明 茨木市陸協

徳永　理佳 大阪BOARS

戸高　将樹 貝塚市陸協

富田　慶子 走思走愛

冨山　朝代 東大阪市陸協

外山依世可 大阪陸協

豊川　彰博 OAMグループ

豊田　安依 大阪陸協

豊田　英隆 大阪洛南高校クラブ

鳥井　康生 大阪陸協

内藤　光平 大阪陸協

直木　優一 和泉市陸協

中　　麻衣 大体大AC

中井　年夫 スポ・ボラ大阪

中井　夏美 大阪ランナーズ

永井　　寛 関大陸友会

中井　松時 浪商クラブ

長江　高司 枚方市陸協

中尾　祥子 泉佐野市陸協

中尾　長治 大阪ランナーズ

中尾　仁志 大阪長居AC

中尾　泰史 大阪陸協

中尾　文雄 真如陸上クラブ

長尾　誠博 岸和田市陸協

中尾　　学 JumpingGate

長岡慎太郎 大阪高校クラブ

中川　　梓 八尾市陸協

中川　恵加 北河内五市教員クラブ

中川　英昭 ロードアスリート

中川　雅嗣 大阪マスターズ

中川　康男 関西電力

中川　康彦 コスモAC

中口　隆太 大体大T．C

中源　裕司 河内長野市陸協

中阪　益之 浪商クラブ

長澤　正勝 新大阪AC

中島　辰徳 大阪陸協

中嶋　千晶 OAMグループ

中嶋　宏美 浪速AC

中園　次男 シャープ

中田　　智 北河内五市教員クラブ

中田　慎慈 サンクラブ大阪

永田　晋也 大阪陸協

中谷さつき 北河内五市教員クラブ

中谷　　晋 あびこクラブ

中西　　淳 大阪陸協

中西　一郎 堺市陸協

中西恵利佳 和泉市陸協

中西　宏彰 生野AC

中西　増代 きさらぎクラブ大阪

中野　　瑛 大阪陸協

中野加奈美 東大阪市陸協

中村　喜一 東大阪市陸協

中村　信二 NTTドコモ

中村　宏樹 大教大AC

仲村　正嗣 茨木市陸協

中本　弘朗 奥アンツーカ

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

高崎　賢一 天理クラブ

高島　真心 大阪国際大AC

高島　　優 スターヒルズ

髙田　一歩 茨木市陸協

髙田　沙希 大阪BOARS

高田　隼也 北河内五市教員クラブ

鷹取　　睦 OSAKA.T.C

高野ななゑ 吹田市陸協

高橋　　明 大体大AC

髙橋　真司 チームもんごる

高橋　大輔 北河内五市教員クラブ

髙橋　武彦 豊中市陸協

髙橋　信良 NTTドコモ

高橋　春美 スポ・ボラ大阪

髙橋美佳子 大阪国際大AC

高橋　保幸 大阪陸協

高橋　光彦 スポ・ボラ大阪

瀧谷　俊也 大阪陸協

武市　明子 阪南市陸協

竹重　雅樹 チームもんごる

武島　正賢 大阪ランナーズ

竹田　三郎 堺走友会

武田　真司 天理クラブ

武田　博之 泉佐野市陸協

竹田　喜幸 スポ・ボラ大阪

竹中　健悟 豊中市陸協

竹野　沙季 枚方市陸協

竹村　　彩 大阪陸協

竹村　周野 鳴松クラブ

武元　由依 大阪陸協

田崎　文子 吹田市陸協

田嶌　　優 大阪市役所

田島吉九仁 茨木市陸協

田嶋　嘉信 大阪陸協

田尻　澄枝 泉佐野市陸協

田尻　貴士 大阪陸協

田代　晋也 大阪陸協

田代　征嗣 泉佐野市陸協

多田眞太郎 サンクラブ大阪

橘　　歩未 東大阪市陸協

辰己　智子 小教員クラブ

立岡　和美 泉佐野市陸協

舘﨑　弘士 豊中市陸協

氏　名 所属クラブ
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中森たか子 大阪ランナーズ

永山　　梓 鳴松クラブ

中山貴美子 真如陸上クラブ

永山　寛幸 北河内五市教員クラブ

中山　雅大 チームマル籠

薙野　　透 大阪RC

夏目亜紗美 寝屋川AC

並川　耕士 大阪マスターズ

新川　数江 貝塚市陸協

新井川貴紀 東大阪市陸協

西　　高司 淀川ランナーズ

西　　廣三 貝塚走ろう会

西　　洋祐 チームマル籠

西浦　弘樹 大塚AC

西尾　政昭 大阪陸協

西岡　弥志 長居AC

西川　恭子 八尾市陸協

西川　星乃 鳴松クラブ

西川　竜平 八尾市陸協

西口　佑輝 AST

西田　慎子 日体クラブ

西田　　均 大阪陸協

西田　弥生 岸和田市陸協

仁科　晃生 大阪陸協

西野　栄一 美原体育協会

西村　亮俊 大阪陸協

西村　成生 泉佐野市陸協

西村　光代 泉佐野市陸協

西村真理子 スポ・ボラ大阪

西本　幸治 OSAKA.T.C

西本　　康 コスモAC

西山佳与子 桃陰クラブ

新田　達也 チームもんごる

二田　裕太 岸和田市陸協

二ノ倉　直 茨木市陸協

野口　康枝 大阪教員クラブ

野坂　直史 JumpingGate

野尻　憲司 走思走愛

野尻　政浩 大阪陸協

野瀬　良樹 あびこクラブ

野田　和宏 和泉市陸協

野田　紀昭 大阪陸協

野中真由美 大体大AC

氏　名 所属クラブ
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樋口　賢一 枚方市陸協

樋口　正洋 浪速AC

久谷　綾乃 ACたまがわ

久本　俊彦 枚方市陸協

肥田　　淳 奥アンツーカ

姫野　裕太 ANGEL ABILITY AC

平井　敏信 浪速AC

比楽　　靖 RCおくれびと

平瀬　暁史 大阪陸協

平畑　友紀 天理クラブ

平松　直記 和泉市陸協

平峰　眞琴 貝塚市陸協

平本　公藏 泉佐野市陸協

平本　貞美 泉佐野市陸協

廣瀬　良祐 大体大AC

広田　愛子 東大阪市陸協

廣政　篤司 大阪陸協

深尾　真美 吹田ヘルス

深田　健一 豊中市陸協

深田　慎也 大阪陸協

福井　　明 吹田市陸協

福井　克己 大塚A.C

福井　雄也 大阪陸協

福岡　秀一 大阪陸協

福岡　　毅 JumpingGate

福島　裕之 日体クラブ

福田亜矢子 走思走愛

福田　彩乃 なにわJAC

福田　邦則 泉佐野市陸協

福田　耕一 河内長野市陸上競技協会

福田　大希 大阪陸協

福田　浩之 アスリートネット

福田　将臣 小教員クラブ

福田　　守 岸和田市陸協

福原　政美 大阪ミントJC

福村　将志 大阪陸協

藤　あゆみ 東大阪市陸協

藤倉　克己 守口市陸協

藤田　智子 OAMグループ

藤田左弥加 大阪陸協

藤野　耕治 新日本監査法人RC

藤野　隆雄 大阪陸協

藤原　聖子 チーム走兄弟

藤原　弘之 大阪陸協

藤光　弘樹 大阪陸協

藤本　和典 美原体育協会

藤本　健二 大阪陸協

藤本　拓磨 茨木市陸協

藤本　時男 堺市陸協

藤森　大志 豊中市陸協

藤原亜津也 茨木市陸協

藤原　裕和 OAMグループ

藤原　正明 東大阪市陸協

藤原　雅晴 富田林AC

淵田　良彦 浪商クラブ

舩冨　光太 走思走愛

舩冨　智恵 走思走愛

船引　陽兵 JumpingGate

舟渡　真希 あびこクラブ

古川　　昇 宇宙人友の会

古田　準二 阪南市陸協

古田美由紀 太成AC

古竹　誠治 大阪ランナーズ

古橋　秀章 大阪RC

別所　克世 貝塚市陸協

法用　邦義 大教大AC

外浦　明子 貝塚市陸協

星野　　亮 北河内五市教員クラブ

細谷　詩子 OAMグループ

細野　　裕 大阪陸協

保月　　賢 北河内五市教員クラブ

堀田　進也 浪速AC

堀　　　尚 アスリートネット

堀　　祐輔 大阪陸協

堀川　一代 熊取AC

堀家　郁子 大阪陸協

堀中　智志 大阪陸協

堀部ゆかり 大阪教員クラブ

舞田　佳之 チームマル籠

前川嘉兵衛 高槻JAC

前川　慎吾 浪速AC

前川　卓也 JumpingGate

前田　　香 茨木市陸協

前田　啓之 SD

前田　祐樹 大阪教員クラブ

前田　祐輝 大阪陸協

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ氏　名 所属クラブ

野村明日香 島根大AC

野村　佐知 OSAKA.T.C

野村　　遼 寝屋川AC

波江野健太郎 なにわJAC

萩原百合子 新スポ連大阪快走クラブ

萩原　　聡 OAMグループ

橋口　徳治 紫郊クラブ

橋本　一毅 天理クラブ

橋本　猛志 枚方マスターズ

橋本　優甫 守口市陸協

橋本　芽衣 大阪陸協

橋本由梨香 東大阪市陸協

長谷川拓也 大阪陸協

長谷川味津 大阪長居AC

長谷川雄一 大阪教員クラブ

羽田二三男 吹田カメの子会

服部　　賢 泉北RC

服部　史高 北河内五市教員クラブ

花岡　誠治 日体クラブ

羽入　淳平 アスリートネット

浜田　　和 吹田カメの子会

濱田健一郎 なにわJAC

濵田　千雅 大阪ガス

浜谷隆太郎 スポ・ボラ大阪

濱出　広大 チームもんごる

濱西　亮輔 長居ランナーズ

濱野　冴子 JumpingGate

濱本　　力 サンクラブ大阪

濱本　佳生 EXPO

早川　　仁 大阪陸協

早川　美沙 チームもんごる

速水　　強 大教大AC

原　　和章 浪速AC

原　　照幸 浪商クラブ

原園　泰博 大阪教員クラブ

原田みどり 茨木市陸協

原田　　実 関西電力

原野　　翔 天理クラブ

春名　朋子 新大阪AC

半田比奈子 大阪陸協

坂東　由梨 茨木市陸協

東田　智子 鳴松クラブ

疋田　佳彦 大阪マスターズ
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氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ

水田　秀一 大教大AC

水野　邦男 河内長野RC

水間　　惠 大阪マスターズ

道岡みどり 和泉市陸協

道廣　一祥 大阪陸協

三井　智穂 泉佐野市陸協

三井　美穂 枚方市陸協

満野　太一 大阪陸協

三並穂奈美 大阪長居AC

南　　喜範 池田AC

南口真一朗 堺ランニングクラブ

南口　真吾 和泉市陸協

南淵　健夫 清水谷AC

峯田晋太郎 隼

蓑原　　清 新スポ連大阪快走クラブ

三宅　　要 チームもんごる

三宅　　毅 OPVC

三宅　智代 大阪教員クラブ

宮崎　大海 チームもんごる

宮澤恵梨子 大阪陸協

宮澤　翔平 枚方市陸協

宮下　梨沙 大体大T．C

宮田　直哉 チームもんごる

宮野　健司 アスリートネット

宮本　　渉 豊中市陸協

宮本　良香 大阪陸協

宮本　英雄 岸和田市陸協

向井　俊行 大阪府警

睦谷　一馬 阪南市陸協

村井　亀子 スポ・ボラ大阪

村井　知世 大阪陸協

村尾　　豊 大阪陸協

村岡　優作 浪速AC

村形　裕司 大阪府庁

村上　孝子 吹田市陸協

村上　祐一 大阪高校クラブ

村上　幸夫 大阪RC

村川　洋平 大阪茗友クラブ

村重　眞二 小教員クラブ

村田　孝子 大阪陸協

村田　寛子 きさらぎクラブ大阪

村田みつ子 関西AC

村田　義典 天理クラブ

村津　宏典 チーム走兄弟

室　愛衣子 鳴松クラブ

室田　真幸 大阪陸協

持田　裕一 北河内五市教員クラブ

森　　貞樹 大阪陸協

森　　恭造 大阪茗友クラブ

森　　隆裕 吹田AC

森　　　健 寝屋川AC

森　　徹朗 枚方市陸協

森　登志雄 岸和田市陸協

森　　洋貴 大阪陸協

森　友布佳 大阪陸協

森　　裕二 大教大AC

森　　義行 関大陸友会

森　　良太 大阪陸協

森尾　俊三 東大阪市陸協

森川　栄一 岸和田市陸協

森川　直樹 和泉市陸協

森下寛治郎 阪南市陸協

森下　俊雄 岸和田市陸協

森田　弘明 JumpingGate

森元　秋広 大阪市役所

森本　彩香 東大阪市陸協

森本　剛司 大阪陸協

守屋由紀子 岸和田市陸協

森山美知子 OAMグループ

諸藤　大志 豊中市陸協

八尾野未帆 大阪陸協

八木　規仁 NTT西日本OBクラブ

安井　洋平 東大阪市陸協

安田　　遊 WindRun

安永　郁夫 阪南市陸協

安光　　健 チーム蟻ぎりす

矢田　晃一 岸和田市陸協

柳坂　特道 eA 大阪

山内　秀信 熊取AC

山上　　諒 大阪陸協

山川　翔子 大阪陸協

山川　太一 茨木市陸協

山川　貴光 大阪市役所

山岸沙也加 鳴松クラブ

山口　小織 天理クラブ

山口　早苗 枚方市陸協

山﨑　真史 東大阪市陸協

山下　高志 北河内五市教員クラブ

山下奈瑠美 岸和田市陸協

山城　翔太 スターヒルズ

山城美知子 泉佐野市陸協

山田　綾乃 鳴松クラブ

山田　隆人 大阪陸協

山田　敏博 茨木市陸協

山田　朋花 大阪陸協

山田　陽奈 大阪陸協

山田　裕貴 茨木市陸協

山田　正一 島根大AC

山田　　勝 堺ランニングクラブ

山田　道子 堺ランニングクラブ

山根　孝之 大阪陸協

山野　仁嗣 東大阪市陸協

山本　香依 茨木市陸協

山本　慶子 大阪教員クラブ

山本晋太郎 アスリートネット

山本　大輔 大体大T．C

山本　　昇 大阪市役所

山本　廣志 貝塚市陸協

山本　博俊 チームもんごる

山本　実加 堺ファインズ

山本　光男 貝塚市陸協

山本　光男 スポ・ボラ大阪

山本　泰男 大阪陸協

山本　祐輝 東大阪市陸協

山本　優歩 ANGEL ABILITY AC

山本　義彦 サンクラブ大阪

山本　良廣 枚方市陸協

劉　有紀子 天理クラブ

夕永　順次 輝走倶楽部

夕永　智子 輝走倶楽部

湯田　周作 大阪陸協

柚木　彩華 チームもんごる

横内　慎吾 OPVC

横田　有弘 走思走愛

横山　弘子 大阪陸協

横山　雄太 大教大AC

横山　久代 OAMグループ

吉岡　克樹 堺市陸協

吉岡　賢蔵 大阪陸協

前堀　　薫 大阪教員クラブ

牧　　友祐 大教大AC

牧野　広大 サンクラブ大阪

正岡　武志 堺ランニングクラブ

正木　英理 泉佐野市陸協

馬迫雄次郎 天理クラブ

升田　　昭 泉佐野市陸協

増田　寿和 大阪陸協

増野　滋一 岸和田市陸協

舛屋　　剛 豊中市陸協

町田　博基 寝屋川AC

松井　欣也 奥アンツーカ

松浦　　茂 東大阪市陸協

松浦　俊哉 堺走友会

松岡　　晃 天理クラブ

松岡　俊一 大阪陸協

真先　　昭 枚方市陸協

松﨑　祐子 大阪陸協

松島　忠士 大阪マスターズ

松田あづさ 大阪陸協

松田　廣美 大阪陸協

松田ひろみ 泉大津AC

松永　貴裕 OSAKA.T.C

松長　京香 東大阪市陸協

松浪　成子 大阪ランナーズ

松原　　修 小教員クラブ

松原　孝輔 茨木市陸協

松原　慎弥 枚方市陸協

松原　輝久 アスリートネット

松原　正樹 堺ランニングクラブ

松原　梨実 ANGEL ABILITY AC

松村　啓司 大阪陸協

松村千香子 泉大津AC

松本　俊雄 大阪陸協

松本　政大 NTT西日本

松本　正義 住友電工

丸谷　達雄 貝塚市陸協

丸山　倫史 チームマル籠

萬玉　隆之 大阪教員クラブ

三浦　理恵 堺市陸協

三上　健吾 陸王クラブ

三鬼　圭介 浪速AC

水尾　真衣 吹田市陸協

氏　名 所属クラブ
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氏　名 所属クラブ

吉川　貴仁 OAMグループ

吉川実菜子 大阪ID

吉川　幸宏 淀川ランナーズ

吉田　勝志 AST

吉田　　暁 大阪ガス

吉田なほみ 小教員クラブ

吉田　　実 ACたまがわ

吉武　信二 大阪茗友クラブ

氏　名 所属クラブ 氏　名 所属クラブ氏　名 所属クラブ

余田眞佐江 大阪マスターズ

米田　謙三 堺市陸協

米田　拓朗 大体大T．C

米田　　大 日体クラブ

六本木恵子 浪速AC

若木　利洋 大阪陸協

和木　聡子 大阪陸協

脇田　直弥 大阪陸協

和田　幸男 日体クラブ

和田　幸洋 吹田AC

渡辺　省吾 岸和田健康クラブ

渡口　秀信 大阪陸協

芳野いずみ 鳴松クラブ

吉久　典子 大阪アスレチッククラブ

吉見　美恵 吹田ヘルス

吉村　和雄 貝塚市陸協

良元　明彦 真如陸上クラブ

吉本　智也 和泉市陸協

吉本　樹男 チーム蟻ぎりす

四辻　暁音 茨木市陸協
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