
 

令和４年度  

吹 田 市 長 杯 争 奪  
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（結果） 
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壮年男子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 順位 記録

401 友好会 父 チーム 塚元 治京 坂田 植田 本田 8 1.18.29

402 メンテナンス関西 B 山田 藤澤 松原 白井 安原 中村 山内 6 1.09.46

403 トライアスロン教室 杉山 高木 小野 東 堀内 石橋 青木 5 1.07.31

404 淀川ランナーズ 壮年 山田 池島 乾 山本 北野 前田 岩永 3 1.04.24

405 吹田ヘルス A 脇坂 大森 中島 阿部 岡田 西本 1 55.18

406 吹田ヘルス B 今川 宇戸 福原 真壁 城戸 森田 2 1.01.27

407 吹田ヘルス C 塩原 中野 石原 鍵本 織戸 松本 4 1.07.24

408 吹田ヘルス D 土居 奥山 風間 松浦 高橋 吉野 7 1.14.22

一般男子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 順位 記録

101 友好会 OB コーチ 杉本 岩本 丸山 山口 廣瀬 7 1.10.54

102 メンテナンス関西 A 江川 武田 川口 渡辺 砂川 前中 滝沢 6 1.09.05

103 吹田カメの子会 Eチーム 金庭 荒川 今井 和田 西脇 8 1.12.12

104 チームハッピー 中野 泉 板谷 植田 伏本 4 52.10

105 吹田市選抜 （ ネクスト ） 中村 井上 寺本 下野 安田 中村 中村 1 50.29

106 吹田市選抜 （ アルファ ） 中村 佐毘 宮本 市川 樋口 宮城 山本 3 51.29

107 淀川ランナーズ 一般 平池 岡 岡 高橋 倉川 藤井 林 2 51.10

108 日本触媒 A 池田 小林 岡山 高澤 福原 表 藤野 5 1.01.54

109 キャノンボール 稲垣 堀 肥田 田中 久保 原田 須ノ内 9 1.12.14

110 シューティングスター 中村 河合 川部 遠藤 中山 鈴木 山村 10 1.25.04



一般女子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 順位 記録

1 吹田ピースヘルスランナーズ 高畑 田崎 高木 倉知 喜多川 山本 14 1.03.04

2 友好会 1年 母チーム 加納 中下浦 三宅 髙 中林 髙岡 15 1.03.46

3 友好会 2年 母チーム 松尾 射場 中平 本田 福島 齊藤 平野 12 58.44

4 友好会 3年 母チーム 南 治京 長谷川 植田 熊﨑 吉田 9 55.24

5 トライアスロン教室女子 堀内 林 今倉 福元 重留 山中 石橋 6 49.08

6 モクレンジャー 大田 橋本 堀井 水内 村野 2 42.44

7 吹田カメの子会 Cチーム 廣田 杉村 島田 小西 河本 7 50.24

8 Team 松木 A 加藤 松本 中原 星加 松木 寺本 池田 3 45.21

9 Team 松木 Ｂ 松崎 小川 谷川 新美 山本 小河原 堀下 13 59.52

10 吹田ヘルス E 河本 大野 高島 永廣 吉本 日野 5 47.54

11 吹田ヘルス F 橘 原田 柳生 阿部 西島 片山 8 54.34

12 吹田ヘルス G 樋口 末成 織戸 深尾 酒木 山下 1 41.27

13 ジョイフル B 小林 辻 神代 矢野 松浦 4 47.49

14 ジョイフル C 吉見 奥山 青木 塩原 古田 11 56.42

15 山田坂46 来治 花野 稲葉 畑 北野 小林 西岡 10 55.54

一般混合男女の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 順位 記録

41 吹田ピースヘルスランナーズ 堀田 中川 榎 絹田 塩谷 天野 藤田 10 1.15.02

42 イノコダニ 平川 石原 河原 坂根 増谷 弥冨 冨田 11 1.15.13

43 吹田カメの子会 Aチーム 北川 北川 荻野 DAVID 橋長 紀太 2 59.44

44 吹田カメの子会 Bチーム 山本 山本 藤田 本田 縄稚 下田 4 1.03.08

45 吹田カメの子会 Dチーム 山家 山家 乗上 奥田 松井 織川 6 1.07.00

46 リョクチーズ 土師 川上 寺本 眞嶋 藤村 橋本 眞嶋 5 1.06.32

47 淀川ランナーズ 混合 義藤 林 小澤 小美野 小泉 出来 大和 7 1.10.09

48 日本触媒 F 藤野 桐敷 秋山 寺尾 木原 田中 赤﨑 12 1.17.01

49 Grlab吹田 前田 林 宮下 前田 粟田 岩本 1 54.25

50 ジョイフル A 石井 森上 北川 吉屋 金澤 畑中 3 1.00.32

51 南っこ A 小林 津田 田中 田中 徳本 山田 8 1.11.44

52 南っこ B 小林 山本 土井 吉田 小林 羽谷 13 1.22.15

53 バーニングサン 原田 原田 鈴木 内藤 山村 久保 9 1.14.01



中学男子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 補欠 補欠 順位 記録

301 片山 A 田川 小林 長谷川 中村 並川 髙部 鳥居 9 57.24

302 片山 Ｂ 岡本 宮内 藤野 道廣 佐毘 紙埼 谷口 14 1.00.05

303 北豊中友好会 A 中平 治京 髙祖 射場 熊﨑 5 55.29

304 北豊中友好会 B 福田 寺坂 齊藤 樋口 植田 12 58.38

305 北豊中友好会 C 髙橋 長谷川 福島 南 奥信 17 1.01.16

306 北豊中友好会 D 髙 泉 岩本 山田 平野 16 1.00.51

307 北豊中友好会 E 松尾 本田 中林 吉田 松島 20 1.02.00

308 北豊中友好会 F 小林 塚元 中下浦 山下 坂田 25 1.05.22

309 北豊中友好会 G 髙岡 加納 三宅 大槻 渡辺 31 1.11.18

310 千里丘中学校陸上競技部 A 金城 中村 山下 遠藤 松尾 濱田 杉本 4 55.22

311 吹田山田 A 紙谷 佐藤 相阪 山田 辻内 11 57.32

312 吹田山田 B 細川 金子 堀 神吉 太田 19 1.01.23

313 吹田山田 C 線﨑 八坂 谷奥 吉村 濱田 27 1.07.18

314 吹田山田 D 北野 市山 齊藤 小笠原 松田 32 1.11.34

315 古江台中学校野球部 A 井上 大門 坪田 長光 仙藤 池本 30 1.08.39

316 古江台中学校野球部 B 井上 樋尻 岩﨑 松尾 山田 加藤 28 1.07.58

317 佐井寺中学校 A 大上 孫井 辻井 岡田 美澤 岡 8 57.18

318 佐井寺中学校 B 美澤 武田 松原 花木 今宮 大田 10 57.31

319 南千里中学校陸上部 江崎 渡邉 髙橋 親松 長渡 駒井 川島 21 1.03.23

320 南千里FC１ 直木 岩川 北村 井上 栗原 杉本 北川 18 1.01.21

321 南千里FC２ 藤岡 小松 山口 山口 大谷 向井 友田 22 1.03.43

322 関西第一中学校陸上競技部 A 川端 穴吹 上川 大出 林 布瀬 奥野 3 54.10

323 関西第一中学校陸上競技部 B 賀屋 正木 藤井 坂田 上田 曽我 立岩 15 1.00.23

324 吹田六 中村 月野 長谷 三國 奈須 胡田 新保 7 56.22

325 古江台 A 田畑 有澤 高橋 鈴木 長山 黒川 1 51.25

326 古江台 B 山田 松田 渡辺 廣瀬 五十嵐 野田 寺井 13 59.32

327 関大一中野球部 A 梶田 片山 梶田 絹本 駒井 23 1.03.50

328 関大一中野球部 B 藤井 宮﨑 井原 東本 石村 29 1.08.03

329 関大一中野球部 C 金光 山田 會原 増山 碇 24 1.05.11

330 関大一中野球部 D 内野 岡村 日下 寺田 長谷川 33 1.13.34

331 関大一中野球部 E 小川 武林 田中 土井 奥 34 1.14.13

332 関大一中野球部 Y 江口 福原 谷澤 實本 田村 26 1.05.27

333 関大一中野球部 Z 脇田 出水 大湾 玉越 平峰 35 DNF

334 吹田一中 Aチーム 柿本 佐藤 伊奈 酒井 中塚 2 54.07

335 吹田一中 Bチーム 桒原 田中 椿 本田 山本 6 55.57



中学女子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 5区 補欠 補欠 順位 記録

71 千里丘中学校陸上競技部 A 中川 吉田 林 荒井 渡邊 岡本 5 45.41

72 佐井寺中学校 杉本 大野 今津 奥田 岩永 大前 1 39.09

73 南千里中学校陸上部 山口 大門 神田 山口 清水 森 長島 4 43.48

74 古江台 A 中西 松尾 松尾 赤羽 大谷 森田 杉本 3 42.18

75 吹田一中 Aチーム 﨑山 吉川 宮前 寺師 福永 2 42.13



小学男子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠 補欠 補欠 順位 記録

101 千里新田ファイターズ A 山口 三谷 森田 緒方 5 22.34

102 千里新田ファイターズ B 酒井 坂口 内丸 山本 7 24.03

103 千里新田ファイターズ C 竹内 上田 森下 大竹 15 25.29

104 千里新田ファイターズ D 前田 北村 國田 高橋 17 26.56

105 千里新田ファイターズ E 切手 巽 浅野 森田 16 26.50

106 吹田ジュニア A 細川 張替 利田 辻内 1 21.20

107 吹田ジュニア B 室谷 小林 大崎 中西 2 22.00

108 吹田ジュニア C ナバロ松尾 村上 小山 吉田 9 24.08

109 吹田ジュニア D 白樫 藤本 中西 満生 12 24.50

110 吹田ジュニア E 堂上 張替 藤木 冨田 22 28.33

111 藤白台 A 平尾 黒木 近藤 加藤 3 22.06

112 藤白台 B 井戸辺 伊達 吉見 白水 8 24.07

113 藤白台 C 大中 知花 新井 澤田 14 25.05

114 藤白台 D 加堂 井上 出口 山村 19 27.29

115 藤白台 E 丸山 荒木 鈴木 芝 21 28.02

116 藤白台 F 辻 白田 倉茂 福本 23 DNF

117 藤白台 G 西岡 荒木 荒木 吉原 24 DNF

118 吹田市立千里第一小学校 Aチーム 関口 足立 深田 久保 13 25.01

119 吹田市立千里第一小学校 Bチーム 田原 山田 田中 小藤 18 27.19

120 古江台ダックス A 峰岸 黒田 塩月 浅野 4 22.31

121 江坂大池小学校 K A B C D 10 24.31

122 江坂大池小学校 O E F G H 20 27.30

123 江坂大池小学校 I I J K L 25 DNF

124 FC Primavera 安藤 伊原 穎川 恩地 加藤 鈴木 其田 6 22.52

125 FC Primavera α 武村 原 南 森下 矢田 横山 吉田 11 24.42



小学女子の部

ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 補欠 補欠 補欠 順位 記録

1 吹田ジュニア A 竹下 草野 福井 二口 1 22.32

2 吹田ジュニア B 小倉 藤井 大木 藤本 2 23.09

3 吹田ジュニア C 和泉 福島 若林 中埜 8 26.55

4 藤白台 A 谷口 木下 堀本 吉川 3 25.53

5 藤白台 B 末吉 新井田 伊藤 内木場 5 25.56

6 藤白台 C 高井 東嶋 紀ノ岡 為季 7 26.48

7 藤白台 D 旦暮 新井 中村 橋本 12 28.51

8 藤白台 E 丸山 小林 奥村 小林 14 29.30

9 吹田市立千里第一小学校 Cチーム 入江 木村 大久保 田中 4 25.53

10 吹田市立千里第一小学校 Dチーム 濱川 寺﨑 園田 平井 15 29.39

11 古江台ダックス B 鈴木 浦 佐藤 有澤 11 28.50

12 江坂大池小学校 α M N O P 6 26.44

13 江坂大池小学校 β Q R S T 13 29.07

14 FC Primavera β 望月 皿屋 山下 橋本 三宅 榎木 芦田 16 DNS

15 FC Primavera 白丸 杉本 谷口 西島 福永 9 28.30

16 FC Brave 船津 山口 山口 横山 10 28.31


