
№
No.

ｶｰﾄﾞ
チーム名 監督 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 チームOSM 上谷川　諭哉 上谷川　諭哉 平田　修嗣 廣瀬　照剛 中澤　政崇 今井　孝信

2 2 東海大仰星高陸上部Ａ 廣瀬　良祐 片山　蓮 宮内　浩志 井手　勇希 新田　大晴 打越　達也 岡崎　拓親 福田　晴斗

3 6 東海大仰星高陸上部Ｃ 廣瀬　良祐 久保　海斗 諸岡　一也 諏訪　慎之介 田尻　椋介 塩野　洋太 松本　優大

4 8 ＴＵＲ４６ 田浦　守 鈴木　智貴 大對　将斗 松山　和樹 見並　高志 田浦　守 竹林　晃宏 松本　剛輝

5 9 枚方SSチャレンジャーズA 本田　清太郎 本田　清太郎 森本　孝平 清野　尊誕 伊藤　兼之 岡野　太我

6 10 摂南大学A 柳　康平 山田　龍威 石橋　薫 橋本　悠平 山本　純也 山本　浩平

7 11 チーム長尾 古川　勝也 高島　優 二見　央 南野　晃一 山城　翔大 柴田　祐介 薙野　智也

8 12 東海大仰星高陸上部Ｂ 廣瀬　良祐 井上　直也 西川　洸 宮内　爽太 堀　拓海 松山　亮太 上田　大誠 山崎　雅治

9 14 摂南大学B 柳　康平 藤代　湧介 辻本　聖一朗 柳　康平 辻本　広大 八木　優樹

10 15 枚方マスターズＡ 山本　喜代子 三阪　貴弘 上山　慎司 赤澤　和樹 橋本　毅志 長村　晧祐 松本　圭司 新谷　彰浩

11 16 枚方マスターズＢ 山本　喜代子 新谷　彰浩 松本　圭司 山本　尚希 池嶋　佳憲 木村　英 堀辺　隆晴 当麻　彰

12 17 枚方マスターズＣ 山本　喜代子 高土　幸洋 尾坂　圭一 今西　尚嗣 堀辺　隆晴 当麻　彰 西尾　元志 白川　康平

13 18 枚方マスターズＤ 山本　喜代子 西尾　元志 荒木　伸二 斉藤　剛 末次　俊夫 小沢　正志 根岸　政人 中島　牧夫

14 19 枚方マスターズＥ 山本　喜代子 根岸　政人 山本　尚武 楓井　勝三 西岡　孝 小橋　慎治 渡辺　桂二 山口　正広

15 20 枚方マスターズＦ 山本　喜代子 林　勝文 山本　清美 村上　元良 71 岩下　真介 境田　孝雄 宮崎　逸男

16 28 コマツ 大山　弘和 伊藤　玲 川田　陽祐 山口　真 谷　康大 足髙　正宣 古賀　勇 大山　弘和 前迫　勉

17 29 リベンジ 古川　勝也 宮武　マリオ　涼 高里　陽太 角　達也 中野　椋介 鈴木　潤 篠田　燿平

18 30 東海大仰星高陸上部Ｓ 廣瀬　良祐 中村　祐也 河村　駿吾 井上　航 川島　瑞希 重村　侑希 堤　大地

19 35 ＳＢＯＮ 古川　勝也 宇都　豪郁 高木　祐弥 佐々木　楓 古川　港輝 森川　雅人 上田　大貴 古川　勝也 佐々木　優

20 36 大阪国際大学Ａ 有馬　花 河内　崚 美濃　優人 樽井　勇佑 辻元　勇和 藤井　友佑 池田　祥樹

21 37 ひらかたハーフマラソンクリニックA 吉岡　秀久 林田　昭彦 髙橋　信生 田村　俊雄 今岡　敬祐 奥野　豊治

22 38 ひらかたハーフマラソンクリニックB 吉岡　秀久 吉岡　秀久 山本　真也 岩井　宏之 大熊　英嗣 戸田　浩 三ツ川　達

23 41 大阪国際大学Ｂ 有馬　花 桜井　大翔 影山　拓海 石田　那月 原田　太一 原　章裕 井筒　錬

№
No.

ｶｰﾄﾞ
チーム名 監督 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 ひらかたハーフマラソンクリニック 三好　博子 湯川　あかね 北川　玲那 川口　奈美 藤田　のぞみ 三好　博子

2 5 枚方マスターズＡ 山本　喜代子 竹内　明美 榊原　真理子 高橋　敦子 福田　晶子 白川　陽子 岩下　美奈 堀田　理恵

3 6 枚方マスターズＢ 山本　喜代子 藤木　美紀 山崎　陽子 福田　純子 正躰　祐見子 山本　喜代子 澤村　佐登美 嶋渡　和子

4 7 東海大仰星高陸上部 廣瀬　良祐 能美　麻美 小森　雪菜 森兼　三尋 前川　彬乃 森本　紀海

5 36 大阪国際大学 有馬　花 内田　有紀 二宮　心 田中　杏実 有馬　花 早川　由花 西前　実久 辻　美羽

一般女子

一般男子
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№
No.

ｶｰﾄﾞ
チーム名 監督 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 第一中学校 平田　正 伊辻　海太 白川　陽大 福永　智也 荻野　心 坂本　大成 坂根　成耶 稲垣　衆大

2 5 第二中学校Ａ 中家　大治 内田　航輝 市川　侑生 新谷　浩生 木戸　凜太朗 丸尾　勇人 小原　暉 松内　優晟 松山　幸樹

3 6 第二中学校Ｂ 中家　大治 小原　暉 松内　優晟 大西　龍 松山　幸樹 藤原　誠

4 7 第三中学校 山田　真一 赤堀　勇登 藤田　海斗 米澤　拓夢 杉本　友 立花　大貴 池浦　昌也 中山　晴樹

5 10 第四中学校Ａ 尾藤　真知子 岡本　貫立 上田　健登 若松　怜 藤本　旺河 久谷　陽樹 加門　純人

6 11 第四中学校Ｂ 尾藤　真知子 西谷　豪隼 市成　晃大 森田　圭亮 森　琉斗 岡田　空 一法師　直人 中川　夢星 垂水　幸多郎

7 13 津田中学校 秋原　悟 山田　祐毅 橋本　雅裕 小助川　陸渡 西脇　昊生 明里　永遠 加地　優太 織田　卓杜

8 16 枚方中学校 海老池　仁美 村田　琉斗 安井　駿介 伊藤　行人 林　蒼 松山　翔太 ユヌスモハメッド　アミン 廣畑　玖人 飯山　聖央

9 19 中宮中学校 松田　澄子 川根　康雅 阪本　龍ノ介 松坂　智幸 井原　大介 吉川　将輝 吉田　輝人 稲垣　結太 祖納元　駿平

10 25 楠葉中学校 豊田　英隆 山口　太誉 納屋　太一 西村　聖那 高見　悠太 小林　球真 平田　聖也 片山　拓人

11 34 東香里中学校 小泉和彦 小川　龍之介 小久保　貴翔 佐原　桜大 浜口　蓮 平田　陽雲 出口　秀一 廣瀬　卓明 西川　康太郎

12 37 長尾中学校Ａ 坂田　裕樹 小島　泰河 甑　龍吾 平見　誠玄 戸田　恒聖 上野　亜由斗 三田　愛藍 井上　直明

13 38 長尾中学校Ｂ 坂田　裕樹 竹歳　健吾 西岡　紫月 御領園　陽翔 財津　志仁 清水　簾世 髙木　康生 城下　悠人 島田　叶我

14 40 杉中学校Ａ 三井　美穂 重村　康心 重村　磨佐人 石川　竜綺 今井　智也 福嶋　榮汰

15 41 杉中学校Ｂ 三井　美穂 浅原　功太 善田　瑠輝也 森　輝 谷中　隆晟 河合　一真

16 42 杉中学校Ｃ 三井　美穂 小西　貴大 奥田　克成 池野　友基 赤沢　大夢 多賀　颯汰

17 49 桜丘中学校 小野　美紗季 宮﨑　源喜 芝田　崚人 山下　大輔 谷村　眞 川原畑　翔 小邨　洋太

18 52 蹉跎中学校 高橋　敦司 秋山　翔太朗 藤本　丈太郎 金谷　拓紀 塚本　健仁 藤永　悠生 永井　壮史 永山　翔貴 吉田　燈矢

19 58 長尾西中学校Ａ 松原　慎弥 黒川　翔生 松葉　諒生 中村　幸輝 黒川　遼生 川﨑　颯 井上　陽介 岡本　希空 小島　弘輝

20 59 長尾西中学校Ｂ 松原　慎弥 田村　颯真 西山　人和 大塚　諒太 村上　翔亜 松永　闘吾 新原　啓太 藪　俊樹 東　優志

21 60 長尾西中学校Ｃ 松原　慎弥 中薗　悠太 野川　陽大 澤　樹希 砂原　立輝 吉山　千紘 石上　蒼 中川　碧人 河邑　旭

22 64 東海大仰星中学 成瀬　竜也 嶋田　拓海 亨保　楽音 岡本　憲弥 白川　太一 横峰　卓也 辻本　大陽 今堀　莞治 川田　一稀

№
No.

ｶｰﾄﾞ
チーム名 監督 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 第一中学校 平田　正 奥田　優希 安田　彩乃 瓶子　乃彩 岩本　実侑 内藤　恵菜 池田　咲希 河井　素奈

2 4 第二中学校 中家　大治 小川　未結 荒木　桜和 橋本　奈摘 越田　千晴 坂口　柚葉

3 10 第四中学校Ａ 尾藤　真知子 中澤　麻友 瀨古　乙葉 近藤　絢音 中西　菜月 松山　唯花 森本　和花

4 11 第四中学校Ｂ 尾藤　真知子 白石　みなみ 松田　苺伽 梶屋　千春 前田　実咲 亀山　愛未 畑　くるみ 東　莉奈 森本　和花

5 13 津田中学校 秋原　悟 舩本　芽衣 河合　美菜海 大谷　華穂 塚原　悠葉 西　弥優 咲川　陽花

6 19 中宮中学校Ａ 松田　澄子 向井　優花 伊藤　夏希 桑田　楓和 高杉　咲和 澄出　遥 小林　莉瑚 田原　歩美

7 20 中宮中学校Ｂ 松田　澄子 田原　歩美 米岡　星 麓川　美優 澄出　遥 小田　海月愛 山本　瀬莉 石川　莉央 櫃本　湊音子

8 21 中宮中学校Ｃ 松田　澄子 山本　瀬莉 上田　姫奈 櫃本　湊音子 石川　莉央 奥山　未彩 福田　麗奈

9 31 楠葉西中学校 島津　勝己 天野　佳歩 石川　萌衣 中蔵　里咲 村本　梓実 池田　妃那

10 35 東香里中学校 小泉和彦 宇都　実夢 峰松　舞 高島　舞音 田中　美奈帆 梶原　光莉 符川　早羅 田中　小咲季 石島　沙恵

11 37 長尾中学校 坂田　裕樹 前田　奈美 難波　愛佳 山下　芽依 藤川　美希子 吉田　紗瑛 門島　千紘 松田　芽依

12 40 杉中学校Ａ 三井　美穂 鮫島　由香梨 諸岡　あゆみ 寺嶋　菜々子 山本　美桜 小川　さくら

13 41 杉中学校Ｂ 三井　美穂 岡野　碧 蔵本　千優 柴田　りお 田井　碧華 横山　侑莉

14 42 杉中学校Ｃ 三井　美穂 稲田　結日 木下　咲希 坂田　寿羽 松尾　綾香 吉本　優綺 百上　かれん

15 49 桜丘中学校 小野　美紗季 室山　優奈 武田　真音 下口　瑚々 芝　玲那 鈴木　愛美 殿浦　花梨

16 52 蹉跎中学校 高橋　敦司 峰　明香里 松本　陽 水口　陽 河合　茉奈 田野　結万 山根　知歩 左川　真凛 坂本　万葉

17 58 長尾西中学校 松原　慎弥 山下　結萌 蔭山　裕奈 中村　葵子 宮川　陽葉 久家　伊織 假屋　千佳

中学男子

中学女子
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