
１部 / 一般・高校 スタート

２部 / 女子・中学生・中学生女子 スタート

日時 平成２８年２月７日（日） 一般・高校の部 女子・中学生
一般・高校の部 10:00 スタート 中学生女子の部
女子・中学生・中学生女子の部 12:00 スタート １区 6,105m １区 3,295m

２区 3,295m ２区 3,295m
コース ヤンマーフィールド長居付設長距離競走路 ３区 3,295m ３区 3,295m

４区 3,295m ４区 3,295m
主催 市長杯大阪市民駅伝競走大会実行委員会 ５区 3,295m ５区 3,295m

大阪市・大阪市体育厚生協会 合計 19,285m 合計 16,475m
一般財団法人大阪陸上競技協会

競技会コード 16270727

主管 一般財団法人大阪陸上競技協会 競技場コード 277110

コースコンディション
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名
10:00 くもり 6.0℃ 70% 北 1.8m/s 競技場
11:00 はれ 9.0℃ 54% 北 2.0m/s 競技場
12:00 はれ 7.5℃ 48% 北 2.2m/s 競技場
13:00 はれ 9.5℃ 44% 北東 1.4m/s 競技場

審判長 安田 賢司

記録主任 藤原 宙造

*********** 競技結果 ***********

総務 山中 保博

関西マスターズスポーツフェスティバル
市長杯 第６８回大阪市民駅伝競走大会
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ページ：11／13関西マスターズスポーツフェスティバル 一般の部

市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

1 15 大阪長居AC花 1°01’ 29” 入学 遼治 時野 岳 森本 雄太 中尾 仁志 中村 太一

2 3 信太山自衛隊Ａ 1°02’ 11” 鈴木 啓太 古川 裕一 杉浦 正明 塔本 修太 永野 奨悟

3 43 桃山学院大A 1°02’ 48” 今井 孝信 上山 雄大 谷川 敦哉 小滝 晃司 塩谷 忠大

4 4 信太山自衛隊Ｂ 1°04’ 12” 萱野 勝也 西谷 直樹 清 亮太 緒方 直人 瀧谷 啓

5 6 大阪市消防局 1°04’ 44” 柿島 瑞紀 藤田 悠希 土井 陵 金川 晃 植野 雄次郎

6 20 大阪府立大 1°07’ 13” 駒井 智己 酒井 辰也 岡野 圭一郎 久冨 優太 久住 健一

7 23 やまーじ 1°07’ 31” 塩田裕仁 奥野聡介 伊藤武志 岡本真弥 堀秋善

8 16 大阪長居AC鳥 1°07’ 54” 辰巳 義隆 太田 侑也 宮城 淳一 樋口 哲司 福永 浩二

9 7 淀川ランナーズＡ 1°08’ 18” 平池 宏至 小美野 達之 山田 和信 中平 勇示 倉川 高志

10 31 泉大津T＆F 1°08’ 36” 射手矢 渓 神谷 望巳 新井 貫太 浄閑 智広 稲生 駿仁

11 41 佐野三OB 1°08’ 51” 大隅 和也 和田 拓真 木村 春馬 中村 晃大 宮元 奨真

12 38 東淀川A 1°08’ 52” 松濱 孝弘 平田 紀 千井 大資 池上 高広 長尾 好久

13 39 東淀川B 1°08’ 54” 山田 啓介 勝村 史郎 久我 自央 首藤 勝宏 松川 太陽

14 45 クボタA 1°09’ 20” 樋口 幸平 松田 拓大 問覚 大希 花 英俊 吉崎 健

15 27 清風AC 1°10’ 41” 渡嘉敷 義成 吉田 雄三 泉 宜広 島谷 学 日野 啓太

16 28 大阪市役所A 1°11’ 02” 大黒 裕史 佐藤 正義 國木 秀延 陶山 俊三 岡 秀哲

17 36 大阪ランナーズA 1°11’ 10” 道端 賢治 西條 忠雄 小山田 由弘 吉村 健作 原 倫一

18 22 シゲルーズ 1°12’ 19” 宮城直 松崎克哉 鍬形大輝 田中靖浩 川端潤

19 46 チーム光明 1°12’ 20” 美浦 尚行 青木 唯 門林 歩 河本 海晴 信本 輝

20 44 桃山学院大B 1°12’ 26” 平田 修嗣 青木 洸輔 吉田 翔真 小林 宏紀 細見 峻史

21 30 阪南OB 1°13’ 22” 大川 宗也 今澤 亮太 魚見 佳孝 中山 大輝 南野 良順

22 10 浪商クラブA 1°13’ 44” 高橋 明 九鬼 章子 西山 綾郁 天野 嘉則 九鬼 正一

23 1 太成ACチームＡ 1°15’ 06” 佐藤 理 井出 邦昭 和泉 紀雄 津田 茂 大原 信英

24 17 大阪長居AC風 1°16’ 04” 木下 真治 角屋 喜久夫 與那嶺 修 秦 親房 西岡 弥志

25 29 大阪市役所B 1°16’ 08” 永岡 久直 松下 篤 鳥岩 俊男 山田 厚生 石橋 康博

26 24 扶桑薬品工業 1°16’ 55” 金澤 成記 和家 祥太 川田 孝夫 今村 洋康 奥野 剛

27 35 OSAKA.TC 1°17’ 19” 大西 淳志 見良津 智大 金丸 美樹 神内 洋祐 加藤 正吾

28 25 サンダーバードＡ 1°17’ 34” 松本 浩一 木村 英和 名手 功一 池川 裕介 奥村 昌弘

29 5 ｉＰｈｏｎｅず 1°18’ 33” 新西 治哉 桂川 透 尾上 和輝 田川 歩 岩崎 佑太

30 42 浪商OB・OG B 1°19’ 34” 竹澤 潤 黒木 浩法 東野 僚太 高橋 涼子 清水 晴代

31 40 味彩くらぶ 1°20’ 27” 平松 陽子 深尾 真美 室 愛衣子 島内 健 平松 優亮

32 48 福泉１ 1°23’ 40” 山本 勝久 川元 将太 手島 裕之 川嶋 唯 矢野 裕大

33 47 チーム ザキヤマ 1°25’ 27” 櫻木 健 槇 智行 岩村 風汰 藤野 貴 中田 章裕

34 18 大阪長居AC月 1°25’ 53” 畑野 一善 大鳥 真寛 小金 重裕 宇野 真 萩原 清

35 26 サンダーバードＢ 1°26’ 39” 三浦 祐介 若杉 竹嗣 田原 弘泰 木村 みどり 山本 良樹

36 8 淀川ランナーズＢ 1°27’ 40” 加藤 純 乾 多留男 松浦 勉 大和 和子 村上 優子

37 19 大阪長居AC雪 1°28’ 02” 上窪 隆夫 前久保 光二 木村 美王 秋元 秀之 村上 路子

38 34 SSK 1°28’ 40” 八木 宣行 阿部 三樹夫 井平 伸二 石原 至朗 片岡 万喜雄

39 49 福泉２ 1°29’ 19” 長谷川 拓也 和田 侑弥 髙木 浩和 田中 宏幸 岡田 祐輔

40 37 大阪ランナーズB 1°29’ 27” 古川 啓司 中尾 長治 桐原 進 古竹 誠治 河野 芳宏

41 32 大阪スポーツみどり財団 1°30’ 48” 濱中 友洋 德田 庄司 藤原 佑樹 森岡 卓也 駒村 友哉

42 12 都二工２ 1°31’ 06” 須佐 亮介 尾﨑 照央 大根 優依 梅田 徹 山口 修一

43 33 OSPAクラブ 1°35’ 27” 西谷 真諭樹 宇野 博 客野 元伸 客野 元伸 藤田 大介

44 21 公社ランナーズ 1°36’ 28” 田守洋介 長畑 薫 峯 孝行 飛田 朋江 谷知 博光
45 14 ＦＭ 1°36’ 43” 山崎 陽平 城戸 康和 宮崎 良宣 東 浩司 丸山 晃生
46 11 都二工１ 1°37’ 00” 國岡 誠 戸田 拓志 時光 寿佳 鳥谷 進 山本 富士仁
47 13 ＷＭＧ 1°39’ 30” 末本 裕洋 折原 真子 小林 大祐 北村 真也 岩槻 大輔
48 9 淀川ランナーズＣ 1°41’ 23” 小川 裕子 小澤 真美 吉本 和博 春本 敏雄 青木 清紀

区分：印刷（一般）
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関西マスターズスポーツフェスティバル 高校の部
市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

1 51 大阪桐蔭高B 1°01’ 51” 田村 健人 寺井 滉人 和仁 崇浩 住吉 佑太 西岡 大貴

2 53 大阪桐蔭高D 1°01’ 58” 邉田 祐真 長谷川 達也 粟盛 達海 山下 貢太郎 恩智 一成

3 50 大阪桐蔭高A 1°02’ 05” 桑原 匠矢 北田 輝 松本 悠 中村 友哉 沖 涼太

4 54 大阪桐蔭高E 1°02’ 32” 須崎 乃亥 土居 祐一 米村 怜 龍 一歩樹 今西 洸斗

5 57 大体大浪商高B 1°03’ 01” 山田 昌太郎 本江 翔一 中西 完太 小林 瑞生 本迫 颯太

6 52 大阪桐蔭高C 1°03’ 02” 伊藤 㱰 留 小松原 遊波 山田 龍威 高木 龍輝 三浦 隆寛

7 110 北野高C 1°03’ 06” 川本 健太 宗像 功太郎 川井 景太 中江 優介 山本 楓馬
8 56 大体大浪商高A 1°04’ 09” 山口 祐太 藤本 雄飛 野村 百香 根来 侑真 坂本 大地
9 75 興國高D 1°04’ 16” 有村 将貴 野口 貴哉 鹿野 春幹 奈良 将平 冬野 修基

10 83 豊中高A 1°05’ 13” 松井 俊樹 塚本 晴也 小松﨑 海斗 松宮 光照 射場 亮
11 72 興國高A 1°05’ 16” 片山 俊希 神本 尚輝 前川 真輝 岸本 勇次 小野 ヒロト
12 104 常翔学園高B 1°05’ 31” 澤田 一磨 毎川 拓実 岡田 秀大 芝原 正樹 國枝 紳也
13 61 大阪学院高Ａ 1°05’ 41” 藤田 雅也 村上 洋樹 細井 渚生 深道 圭介 長尾 斗湧
14 76 興國高E 1°06’ 20” 中山 稜介 川本 純平 三宅 凌平 濱田 聡 栗山 侑己
15 84 豊中高B 1°06’ 21” 牧 駿一朗 井口 蓮 髙橋 裕貴 紫合 晴人 薄井 虎之介
16 92 三国丘高A 1°06’ 37” 田村 一稀 延命 勇実 水野 江里菜 黒川 将来 丹後 元秀
17 55 交野高 1°07’ 03” 牧本 駿 藤井 友佑 山口 涼也 福泉 諒 中川 理
18 69 東住吉高A 1°07’ 06” 永立 大貴 岩崎 飛和 山内 翔太 安藤 滉基 小脇 佑介
19 89 浪速高A 1°07’ 08” 児島 大河 堀野 慶祐 山本 紘生 岩根 共希 日下 龍
20 93 三国丘高B 1°07’ 14” 中野 光喜 小坂 みゅ海 中家 啓暉 西野 崇史 上山 皓大
21 95 大阪市立高A 1°07’ 16” 江藤 裕太 風間一樹 八木涼太 堀永大登 中野晴貴
22 96 大阪市立高B 1°07’ 21” 喜多村太一 大山将太 藤本朔 菊澤純也 橋亮平
23 109 北野高B 1°07’ 22” 岩佐 氏聡 田村 圭酬 大坪 悠馬 神原 祐樹 津田 哲矢
24 74 興國高C 1°07’ 44” 森田 靖 山下 航毅 松原 弘貴 浜中 重慶 廣瀬 凌
25 80 泉北高 1°07’ 45” 叶田 雅俊 澤﨑 俊之介 山 楓生 下湯瀬 夏生 藤井 喬矢
26 94 三国丘高C 1°07’ 45” 立花 光城 亀田 快宙 西堀 涼花 向井 渉太 鎌田 壮譜
27 70 東住吉高B 1°07’ 51” 源田 優一 満石 光 高橋 治光 東山 佑歩 古市 匠
28 77 大阪星光学院高A 1°08’ 05” 佐野川谷 知史岡本 郁翔 松村 理信 三浦 知也 水口 拓哉
29 111 牧野高 1°08’ 09” 杉原 有翼 滝井 隆太 福田 康貴 真木 響己 中川 翼
30 81 清水谷高A 1°08’ 20” 重岡 慶彦 下村 直登 田中 太貴 青野 新多郎 堀井 彩夏
31 62 大阪学院高Ｂ 1°08’ 32” 藤井 颯人 大岡 知暉 中本 丈也 山田 美優 木附 俊輔
32 73 興國高B 1°08’ 32” 今井 康亮 山上 勝也 小森 丈也 宮内 一志 吉田 覚
33 105 阪南高A 1°08’ 33” 三好 涼平 保海 孝太 内田 海人 増田 亮太 平野 佑治
34 82 清水谷高B 1°09’ 05” 真野 宗一郎 杉田 裕也 田中 元稀 鈴木 友輔 阿波根 由起
35 99 岸和田高B 1°09’ 12” 口羽 駿平 藤木 宏伎 中田 康仁 重村 優貴 夏川 史
36 98 岸和田高A 1°09’ 39” 澤田 樹生 辻 大輝 熊木 克真 新家谷 一生 柳澤 樹
37 78 大阪星光学院高B 1°09’ 58” 岡田 航 山本 祐己 宮崎 裕博 斉藤 洋人 今川 明人
38 102 岸和田高E 1°11’ 05” 沼田 悠 阪本 晃 中田 翔 市田 直也 樹 純平
39 60 汎愛高Ｂ 1°11’ 06” 佐貫 真 里見 悠 近藤 海斗 河端 亮平 平田 由佳
40 91 天王寺高 1°11’ 18” 関根 優樹 鈴永 夏織 中喜多 孝平 福本 奈生子 細見 貴之
41 63 大産大附属高Ａ 1°11’ 38” 森田 航生 井上 洋介 森安 音仁 田中 秀治 田仲 輝希
42 107 教大天王寺高A 1°11’ 47” 寛山 一輝 山辺 滉大 中井 仁祐 岩崎 真弥 松岡 樹
43 64 大産大附属高Ｂ 1°12’ 00” 鴨林 諄宜 米岡 楓 高橋 柊平 戸谷 千尋 松岡 智也
44 100 岸和田高C 1°12’ 28” 和田 智 加藤 雄大 船冨 夏帆 工藤 志門 中井 悠人
45 101 岸和田高D 1°12’ 56” 坪本 奈緒人 嘉祥寺 亮太 佛願 美月 佐々木 陽太 藤岡 大寿
46 90 浪速高B 1°13’ 54” 西本 由貴 佃 洋人 表 寛庸 楠本 航大 田中 彩花
47 59 汎愛高Ａ 1°14’ 52” 木原 大輝 岸本 康汰 林 逸貴 河本 まゆみ 野口 明衣
48 71 東住吉高C 1°15’ 48” 大西 亮司 増尾 太伽 大河内 義己 大岡 春輝 辻井 宏樹

区分：印刷（高校）
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関西マスターズスポーツフェスティバル 高校の部
市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

49 65 八尾翠翔高Ａ 1°16’ 32” 福岡 雅己 岡本 真弥 畑 知里 尾崎 優太 日田 快
50 68 八尾翠翔高Ｄ 1°17’ 29” 窪田 春来 久木山 航洋 上田 一輝 井上 沙雪 三木 智郎
51 106 阪南高B 1°18’ 22” 山下 智史 名免良 栞 五十嵐 夏実 高桑 志保 谷本 涼太
52 88 日新高D 1°19’ 06” 今井 將斗 斉藤 翔 四方 楓花 松本 希望 松井 柚樹
53 67 八尾翠翔高Ｃ 1°19’ 45” 古賀 雄大 松山 亜未 泉谷 将汰 野田 悦正 奥下 奏
54 85 日新高A 1°20’ 04” 東村 勇希 黒田 陸斗 橘 春華 小林 沙有里 小田 雅也
55 86 日新高Ｂ 1°20’ 51” 山田 浩輝 商崎 葵 田中 真実 水谷 瞳 波江野 響
56 58 追手門大手前高 1°20’ 52” 二宮 心 山本 武瑠 沼守 麻香 佐々木 秀 服部 訓子
57 97 大阪市立高C 1°22’ 06” 木村友香 蓮田有希 今嶋夕葵 大島かれん 奥井梨歩
58 87 日新高C 1°23’ 05” 福田 恵太 齋藤 利生 福岡 千紗 兼井 舞波 西岡 諒太
59 79 泉大津高 1°24’ 11” 辻野 莉子 岡本 未憂 神田 留菜 野村 未知 黒松 英美里

区分：印刷（高校）
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市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会 記録

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

1 118 大体大浪商高 0°58’ 58” 柿花 璃子 松本 奈々 鷹栖 愛 嫁阪 舞 山口 晴可

2 113 大阪桐蔭高A 0°59’ 51” 柳谷 日菜 小枝 未森 袴田 美琴 太田 梨菜 新家 真美

3 114 大阪桐蔭高B 1°00’ 13” 小山 美央里 向吉 美鳩 吉田 夏菜 八色 優菜 腰 音彩

4 116 大阪成蹊女子高Ａ 1°00’ 18” 大塚 朱里 高橋 七海 土谷 未歩 高橋 雅 山本 裕佳

5 117 大阪成蹊女子高B 1°03’ 55” 堀戸 美乃里 神原 美紅 石田 綾香 河内 結香 寺田 晴香

6 119 大阪長居AC 1°06’ 02” 鎌田 沙樹 栗須谷 裕美 田中 しのぶ 糸氏 明子 中尾 美加

7 115 交野高 1°06’ 19” 西口 瑠乃羽 山田 彩加 椿 いずみ 杉本 明日香 土井 めぐみ

8 121 豊中高 1°10’ 11” 松本 結衣 辻本 朱里 山下 絵梨奈 小田垣 満帆 木場 彩乃

9 124 東住吉高D 1°13’ 13” 橋本 みな 佐藤 菜穂 竹田 伊紅美 森下 花穂 仲村 美友

10 120 大阪市役所 1°14’ 58” 北川 真由佳 梅田 奈理子 加畑 久子 成見 喜代子 渡辺 由紀子

11 123 教大天王寺高B 1°15’ 24” 倉本 いずみ 阪口 愛凡 大野 由結 舘 萌々子 上田 真子

12 122 大谷中高 1°18’ 47” 東野 結花 白樫 佳奈 山本 実玖 上林 芽生 大橋 香織

区分：印刷（PM女子）
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関西マスターズスポーツフェスティバル 中学生の部
市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会 記録

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

1 125 信太中A 0°55’ 12” 松尾 聖也 喜多村 航己 髙田 芳春 中野 真弥 田村 一智

2 163 光明台中Ａ 0°55’ 55” 藤原 直己 勢 侑大 田中 大貴 壬生 大和 松﨑 隆成

3 162 北池田中B 0°56’ 44” 礒田 崇佑 近藤 大介 紀之定 柊斗 山本 智哉 石田 颯太郎

4 134 阪南中A 0°56’ 53” 松本 遼一 土居 潤平 増井 諒 谷口 魁 殿村 篤郎

5 164 光明台中B 0°57’ 07” 上塲 大輝 丸山 雄大 林田 彩人 橋本 瑛太 池田 信

6 161 北池田中A 0°57’ 33” 前田 拓巳 梅木 奏汰 松田 琉 藤田 虎之介 細川 慧人

7 144 大阪星光中A 0°58’ 14” 宮下 裕策 鶴田 匠 東海 龍宜 馬渕 健彰 奥川 湧斗
8 153 緑中FIRST 0°58’ 27” 吉岡 翔輝 栁 理久 井馬 碧斗 山﨑 新 田村 優介
9 158 夕陽丘中Ａ 0°58’ 47” 中尾 岳史 居波 真也 大橋 力祐汰 八幡 大馬 有本 悠紀

10 139 天満中A 1°00’ 17” 前中 志文 安 なつ美 西村 久志 杉田 凌介 梅垣 玲
11 137 大正東中A 1°01’ 21” 館 佑樹 奥村 現生 坂元 祐介 松葉 涼兵 阿部 朔也
12 151 住吉中１ 1°01’ 25” 山口 海 松井 緋威呂 中山 翔太 鈴木 秀太 壷井 宏哲
13 147 西中野球部A 1°01’ 26” 福田 夌太郎 髙﨑  陸 三浦 大成 縣  泰伸 中西 良介
14 135 阪南中B 1°01’ 30” 川西 寿樹 森 陸人 髙石 大 宮田 浩希 関谷 宙太
15 128 大和川中 1°01’ 45” 竹田 涼馬 佐伯 圭祐 若月 宇宙 米田 隆我 桑野 太希
16 154 緑中SECOND 1°02’ 07” 上松 恵大 永井 一翔 大倉 康之介 河田 大稀 大久保 悠雅
17 138 大正東中B 1°02’ 22” 河上 修斗 平尾 瑛 花城 光司朗 高橋 龍之介 森 寛太
18 150 ＦＣ住吉中 1°02’ 35” 坂根 雄一郎 西岡 駿太 髙村 一等 土谷 帝河 細井 彰人
19 141 天王寺中A 1°02’ 49” 岡村 空我 佐藤 真臣 クリブ アナス 河内山 弘基 大原 明詠
20 140 天満中B 1°03’ 48” 小松 海斗 秋森 就斗 徳舛 迪也 巽 勇太 井西 和生
21 129 住之江中S 1°03’ 57” 赤松 尚樹 上田 海斗 徳田 准那 山本 智也 尾山 優成
22 166 大正西中A 1°04’ 32” 佐内 丈也 槌矢 拓己 丸山 慎二 菊池 響太 中平 翼
23 126 信太中B 1°04’ 44” 申 廉 和田 翔太 宮田 清佳 竹内 瑛亮 小島 稀来
24 152 住吉中２ 1°05’ 13” 川本 怜生 敏蔭 倫太朗 和田 侑樹 金崎 一路 河内 秀人
25 127 天下茶屋中 1°06’ 30” 古川 弘人 知覧 稜馬 中野 和輝 生田 慶樹 北原 優吾
26 148 西中野球部B 1°06’ 42” 北地 司 児玉 大輝 石橋 拓海 中原 望夢 上井 晃輔
27 159 夕陽丘中Ｂ 1°07’ 15” 小畑 聖 安國 太貴 竹村 悠 宮本 祐助 森本 匠
28 131 住之江中B 1°07’ 35” 米山 裕晃 酒井 勇希 黒木 陽翔 北浦 稔 坂本 久遠
29 142 天王寺中B 1°07’ 45” 江原 大地 辻本 誠 西面 翔太 貞岡 志弥 清水 祐磨
30 155 緑中THIRD 1°08’ 06” 飯尾 優音 久保田 樹 濱田 蒼士 小林 直樹 高野 陸
31 130 住之江中A 1°08’ 45” 樫山 翔 米山 隆晃 大石 竜ノ介 妹尾 虎太郎 上原 海斗
32 149 西中野球部C 1°09’ 27” 田中 空斗 来田 宗起 北村 隼奨 松永 泰誠 澤村 大地
33 143 天王寺中C 1°09’ 46” 村上 遼平 里中 宥介 北口 喜斗 西堀 颯太 石黒 一希
34 145 大阪星光中B 1°10’ 10” 西島 健矢 齋藤 悠輔 森山 竹虎 和田 東磨 冨士川 達也
35 132 住之江中C 1°12’ 15” 吉永 雅昭 山口 竜矢 山本 幸慧 浮邉 真優 山﨑 義文
36 133 新生野中水泳部 1°14’ 14” 山下 智儀 道上 真匠 河内 央都 中村 真悠子 河村 遼太郎
37 167 大正西中B 1°15’ 37” 宮崎 想大 森 賢晋 桜本 佑樹 川内 颯亮 大山 海渡
38 146 大阪星光中C 1°17’ 16” 金藤 宏和 福岡 孝朗 小川 揚介 髙橋 昂聖 水野 佑紀

区分：印刷（中学）
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関西マスターズスポーツフェスティバル 中学生女子の部
市長杯第68回大阪市民駅伝競走大会 記録

日時： 平成28年2月7日（日）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回道路

順位 NO. チ ー ム 名 記 録 1 区 2 区 3 区 4 区 5 区

1 178 北池田中 1°05’ 04” 阿部 小町 坂田 優佳 山﨑 千花子 植野 宇音 野上 可鈴

2 174 住吉中1 1°06’ 23” 上田 桃花 藤本 尭子 平野 瑞季 坂本 藍華 髙森 晴愛

3 170 大和川中 1°07’ 38” 青野 晴香 柏本 華 畑段 和奏 山田 唯 湊谷 優

4 183 阪南中C 1°07’ 44” 松田 紀子 笠井 彩菜 柿平 一葉 梅田 莞奈 太田 忍

5 156 緑中FOURTH 1°09’ 47” 山本 桐花 武田 愛里 吉田 鈴菜 二星 奈央 岡野 ひなた

6 175 住吉中２ 1°10’ 23” 吉川 裕香 和田 唯莉 住田 くらら 山口 桃子 塩見 実由

7 172 天中女陸 1°11’ 28” 上野 菜緒 木下 琳愛 村上 友唯 勇 真利奈 田中 希実

8 176 大谷中A 1°13’ 34” 松田 七実 小梅 万依 峯野 萌子 東野 帆花 横田 実玲奈

9 179 放出中ＶＢＣＡ 1°15’ 34” 西田 歩生 岩室 星愛 渡邉 朱菜 中村 一帆 日置 花音

10 180 放出中ＶＢＣＢ 1°17’ 20” 沖原 杏奈 米川 綺 斎藤 樺恋 桑田 彩加 今井 杏

11 169 天下茶屋中 1°17’ 41” 西村 菜都香 松川 聖依 仲間 妃奈 川野 光音 前田 朱音

12 181 放出中ＳＴＣＡ 1°17’ 53” 吉岡 瑠音 田口 優夢 上杉 碧季 村田 優奈 益満 杏朱

13 177 大谷中B 1°18’ 03” 具志堅 紗香 柴田 彩葉 泉野 蘭 森 清香 板東 舞

14 157 緑中FIFTH 1°20’ 06” 中川 莉奈 高崎 愛梨 清末 千紗 佐藤 亜紀 保田 紗奈

15 182 放出中ＳＴＣＢ 1°21’ 00” 竹下 友里 成田 優依 平尾 鈴香 幕内 梨乃亜 小新 陽来

区分：印刷（中学女子）


