
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 吹田Jr. Fifty ファイターズ 岡田 辻 中川 垂水 杉山 9 1.17.09

402 吹田ジュニアパパA 辻 島田 岩永 寺田 小川 2 1.01.57

403 吹田ジュニアパパB 塩田 石田 中野 細谷 川上 5 1.06.19

404 淀川ランナーズB 中平 隅田 乾 松浦 吉本 吉川 東 6 1.07.23

405 ジョイフルA 城戸 真壁 宇戸 佐藤 山本 3 1.03.47

406 吹田ヘルスB 福原 土居 安部 竹内 巽 1 55.17

407 吹田ヘルスC 織戸 風間 西本 斉藤 重崎 7 1.07.30

408 吹田ヘルスD 毛利 伊藤 藤井 富山 山口 10 1.20.32

409 吹田カメの子会S 今井 天野 織川 供長 小西 近藤 8 1.11.41

410 吹田トライアスロン竹 山本 片山 高木 日下 坂本 内田 4 1.05.25

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 淀川ランナーズA 平池 今井 山本 東田 倉川 林 星野 2 55.16

102 日本触媒JC 秋山 池田 小林 高澤 藤野 吉田 桐敦 3 1.01.48

103 吹田トライアスロン松 林拓 林友 井上 田中 Bob 高田 藤田 1 54.46

104 おとうさん 大塚 稲見 福田 河合 中村 5 1.19.53

105 おかあさん 中川 桑野 朴 湊崎 川本 6 1.19.53

106 おにいさん 外山 遠脇 門田 吉川 山下 4 1.15.44

大学・高校男子

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

501 吹田高校 小林 長谷川 竹内 小川 金田 1 58.08



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 吹田ジュニアママ 細谷 大前 船田 大上 小林 藤井 7 50.24

2 ジョイフルB 崎原 青木 溝口 吉本 吉見 3 47.06

3 ジョイフルC 矢野 大野 河本 藤井 池永 8 54.31

4 吹田ヘルスE 樋口 松木 織戸 深尾 錦織 1 40.08

5 吹田ヘルスF 小林 高沢 和田 原田 井上 4 47.21

6 吹田ヘルスG 河本 柳生 坪井 塩原 石井 5 48.14

7 吹田カメの子会L 盛田 松尾 河本 島田 乗上 6 49.57

8 吹田トライアスロン花 鎌田 木元 林 片田 中川 2 46.06

9 吹田トライアスロン団子 平松 大塚 銭谷 福元 今倉 9 55.59

一般混合の部

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 望月 高畑 藤田 塩谷 14 1.22.38

42 淡路会 生駒靖 生駒吉 中川 岡本 都 11 1.16.59

43 走夢爽夢A 松本 柴田 冨 後 三宮 重松 7 1.11.45

44 走夢爽夢B 前島 中村 土田 加賀 横山 辻 10 1.15.09

45 走夢爽夢C 吉田 新井 中嶋 松林 重松 茂木 6 1.11.33

46 イノコダニA 主原 増谷 福田 山代 河原 8 1.11.49

47 イノコダニB 主原 源 坂根 冨田 平川 薮内 9 1.12.52

48 山一体振A 川上 山本 上田 吉村 野口 深見 梅田 12 1.17.42

49 山一体振B 小倉 森川 中井 熊内 上田 野口 仲上 15 1.40.25

50 淀川ランナーズC 小澤 乾 小美野 安原 朝日 黒岩 小橋

51 淀川ランナーズD 岩井 中平 北野 桑原 友宗 高村 出来 13 1.21.38

52 吹田ヘルスA 橋本 塩原 今川 末成 中野 2 1.01.26

53 吹田カメの子会A 西脇 廣田 DAVID 浅沼 梶谷 紀太 1 1.00.12

54 吹田カメの子会B 本田 小西 奥田 北川 金庭 3 1.03.20

55 吹田カメの子会C 荒川 野中 松井 林原 下田 4 1.04.12

56 吹田トライアスロン梅 石橋剛 井田 石橋洋 重留 鈴木 井上 5 1.08.45



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 古江台中陸上競技部A 垂水 渡部 平屋 手島 森 篠原 辻岡 11 58.10

302 吹田山田A 南本 植本 長谷田 財前 土井 15 59.21

303 吹田山田B 安藤 山内 村上 福岡 京免 35 1.07.12

304 吹田山田C 林 柴田 岩中 原田 安井 宮井 藤田 34 1.07.09

305 吹田山田D 谷口 上月 鞆 門田 東谷 福本 田井 36 1.07.47

306 吹田山田E 大元 三浦 山本 大林 小林 7 56.54

307 吹田山田F 西野 佐藤 渡邊 田崎 米澤 竹山 23 1.02.33

308 吹田山田G 中村 今堀 喜多 神田 吉田 24 1.03.15

309 千里丘陸上部 緒方 筒井 与那嶺 遠藤 村川 10 58.04

310 片山中 陸上競技部A 渡辺 中川 角野 小蔭 城野 田辺 旨森 1 50.11

311 片山中 陸上競技部B 川西 佐尾 阿部 布引 藤本 岡田 中西 5 56.35

312 北豊中友好会A 池永 杉本 三宅 板垣 中村 4 55.34

313 北豊中友好会B 渡辺 大河内 打田 廣津 樋口 14 59.01

314 北豊中友好会C 田野 播本 亀谷 松尾 中林 25 1.03.23

315 吹田五中陸上部 堀内 小池 廣田 服部 小浜 水谷 中井 18 1.01.41

316 南千里陸上競技部A 板崎 清水 大門 高橋 中井 高島 高森 9 58.03

317 南千里陸上競技部B 石井 的場 奥地 津田 武内 長渡 斉藤 19 1.01.42

318 南千里中サッカー部A 利光 池田 森 新納 庄司 8 57.40

319 南千里中サッカー部B 利光 井本 吉野 大平 鈴木 16 1.00.26

320 南千里中サッカー部C 井上 服部 池田 水野 大部 22 1.02.30

321 南千里中サッカー部D 安井 足立 島田 高尾 松永 33 1.06.12

322 金蘭千里A 興田 岩本 堤 高垣 奥田 竹田 黒川 17 1.01.23

323 吹田二中野球部 相原 畑 角田 澤田 松木 32 1.06.12

324 吹田一 島田 田川 橋詰 遠藤 関和 6 56.46

325 関大一中野球部A 清水 山本 小林 藤原 柿原 13 58.51

326 関大一中野球部B 谷中 刀根 西村 松村 山本 30 1.05.10

327 関大一中野球部C 大村 楠本 笹川 中務 山田 28 1.04.46

328 関大一中野球部D 吉田 池田 北川 石塚 今井 31 1.05.14

329 関大一中野球部E 大東 前田 西川 上田 岡 29 1.04.47

330 関大一中野球部F 福武 内野 福原 村島 森田 38 1.09.54



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

331 関大一中野球部G 鈴木 中山 佐上 阪本 森田 37 1.09.31

332 関大一中野球部H 進藤 三木 山本 林 水落

333 関大一中野球部Z 辻 中村春 木山 吉田 中村加 21 1.02.10

334 佐井寺中学校陸上競技部A 大場 小川 岩永 光随 岡 佐山 2 54.39

335 佐井寺中学校陸上競技部B 西沢 水野 岸本 姫野 掛屋 27 1.04.03

336 吹田市立山田東中学校A 比護 石田 倉本 大工 森 豊田 前田 3 55.29

337 佐井寺中野球部A 三宅 松井 寺岡 多鹿 島 12 58.36

338 佐井寺中野球部B 谷川 西川 柘植 松本 瀧 26 1.03.42

339 佐井寺中野球部C 金城 齊藤 平井 西本 大森 20 1.01.47

340 佐井寺中野球部D 和田 前田 久保 山田 小谷

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 古江台中陸上競技部A 新山 衣笠 橋本 伊豆 新居 井上 姫田 3 39.39

72 吹田山田A 操 光畑 吉崎 京谷 市川 米澤 大田 7 41.44

73 吹田山田B 矢谷 織田 山田 岡本 清水 10 44.58

74 吹田山田C 浅野 塚本 南部 大和 直江 16 47.24

75 千里丘陸上部 フルーデ 久保 天神 綾 津田 西村 4 39.44

76 片山中 陸上競技部 山東 原田 浅川 八田 佐藤 中野 門脇 5 39.51

77 千里丘ソフトボール部A 山本 稲垣 田中 田橋 中岡 塩路 9 44.14

78 千里丘ソフトボール部B 佐藤 谷田 勇上 前田 黒肱 上野 山下 12 46.13

79 千里丘ソフトボール部C 和田 西端 奥田 小幡 宮田 久野 岡田 17 50.36

80 山田東中学校 辻本 乾 佐藤 唐野 向井 8 42.26

81 吹田五中陸上部 田中 西田 徳本 増田 野原 手塚 上石田 11 45.31

82 南千里陸上競技部 鶴長 神田 越智 山下 宮田 重冨 木村 2 39.32

83 金蘭千里A 篠崎 大路 酒井 久保 興田 山室 15 47.22

84 金蘭千里B 吉原 小松 三浦 安部 羽野 西岡 14 47.08

85 金蘭千里C 中田 杉山 小林 中野 杉岡 13 46.46

86 吹田一 梅田 増田 佐野 出口 田畑 6 40.35

87 佐井寺中学校陸上競技部 近藤 寺田 濱田 塩田 岡部 清水 中村 1 37.45



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 鶴長 北地 上山 藤井 8 23.27

102 千里新田ファイターズB 青木 迫田 内藤 斉藤 12 24.53

103 千里新田ファイターズC 内丸 清永 安達 上田 20 26.02

104 千里新田ファイターズD 松澤 植村 木村 勝瀬 27 28.17

105 千里新田ファイターズE 西原 渡辺 廣瀬 栗原

106 千里新田ファイターズF 蒲池 鈴木 中野 福田

107 さたけロードキング 小阪 大下 榊原 二宮 日野上

108 青山台小男子ミニバスケット部 吉井 荒川 和泉本 岩村 31 29.23

109 吹田ジュニアA 高橋 廣部 中西 吉川 1 20.56

110 吹田ジュニアB 小林 山田 本城 中本 3 21.23

111 吹田ジュニアC 若生 緒方 佐々木 中村 7 23.12

112 吹田ジュニアD 角 渡部 矢田 嘉納 9 23.54

113 吹田ジュニアE 大上 辻内 紙谷 小川 15 25.10

114 吹田ジュニアF 日野 大上 小川 前田 24 27.37

115 吹田ジュニアG 細谷 緒方 坂本 井上 28 28.26

116 吹田ジュニアH 辻 利田 辻内 野上

117 吹田ジュニアI 新居 牛尾 武田 井上

118 佐井寺小学校A 別所 西田 仲田 新井 小野寺

119 佐井寺小学校B 杉山 水谷 松原 山片 25 27.43

120 岸一小 三上 井上 田中 岡田 26 27.54

121 1001ランアンドランA 外池 赤間 原田 林 4 21.59

122 1001ランアンドランB 石毛 西村 原田 上岡 11 24.29

123 1001ランアンドランC 田川 福井 浅川 赤間 14 25.08

124 1001ランアンドランD 浅芽 山本 上野 大田 16 25.30

125 1001ランアンドランE 喜多 福井 上山 橋本 23 27.26

126 1001ランアンドランF 高杉 田川 葉田 越智

127 古江台ダックス 清水 鈴木 有澤 岸野 6 23.01

128 岸部第二小学校A 山本 伊波 髙山 小田原 2 21.01

129 岸部第二小学校B 堀田 西野 畠中 大迫 5 22.13

130 岸部第二小学校C 深水 石丸 前田 岡田 10 24.16



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

131 岸部第二小学校D 松尾 水谷 森本 新子 22 26.22

132 岸部第二小学校E 畠中 石本 矢萩 安本 18 25.42

133 岸部第二小学校F 梶川 大迫 宮本 小方 30 28.58

134 岸部第二小学校G 梶谷 村田 鳥山 山口 17 25.39

135 千二のツボA 坪井トラ 坪井アスリ 西野 李 13 25.01

136 千二のツボB 大川カン 大川ゲン 大川リク 大出ゼン 29 28.50

137 NYFC　OSAKA 大島佑 黒田 鈴木 大島杏 山中 木村 19 25.46

138 FC Primavera 東 山西 小山 中村 森野 21 26.07

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 さたけロードキングA 藤原 齋藤 中西 高木 野村 11 25.17

2 さたけロードキングB 染谷 鞠子 石津 三根 冨 15 26.41

3 青山台小女子ミニバスケット部 久保 岩村 和泉本 荒川 31 29.31

4 吹田ジュニアA 藤井 細谷 田口 木村 1 21.47

5 吹田ジュニアB 大前 中野 松田 園田 2 21.49

6 吹田ジュニアC 細谷 入江 辻 川上 4 22.50

7 吹田ジュニアD 國本 岩崎 吉田 吉岡 6 24.03

8 吹田ジュニアE 喜田 野上 細谷 吉田 10 25.16

9 吹田ジュニアF 藤井 木村 石田 岩永 14 26.07

10 吹田ジュニアG 藤井 中村 船田美月 船田美雪 24 28.42

11 吹田ジュニアH 前田実 前田明 徳山 木村

12 佐井寺小学校C 竪 北畑 中田 松平 18 27.06

13 佐井寺小学校D 下野 桐山 近藤 乾 小野 17 27.06

14 佐井寺小学校E 桐山 佐川 神野 林 26 28.55

15 岸一小 岩崎 古川 名田 小田 30 29.23

16 1001ランアンドランA 石井 谷口 三輪 永喜 5 23.36

17 1001ランアンドランB 斉藤 伴 大久保 林 13 26.05

18 1001ランアンドランC 田澤 小堀 津村 斎藤 20 27.30

19 1001ランアンドランD 中澤 吉八木 図師 津瀬

20 1001ランアンドランE 中野 山本 新口 栗山



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

21 1001ランアンドランF 石元 奥野 上野 川本 27 28.56

22 チームりぼん♥ 楠 佐藤 石川 安藤 25 28.46

23 チームちゃお♥ 給田 神本 新井 中尾 23 28.29

24 岸部第二小学校A 山口 梶谷 松尾 大野 3 22.47

25 岸部第二小学校B 前田 西村 新田 森本 7 24.08

26 岸部第二小学校C 多田 岸畑 播磨 山根 9 25.07

27 岸部第二小学校3A 北森 西村 榎原 稲森 16 27.02

28 岸部第二小学校3B 柿内 大西 大橋 杉村 29 29.12

29 岸部第二小学校3C 和田 大西 高田 大原 22 28.22

30 岸部第二小学校4A 川北 近藤 鈴木 石井 8 25.06

31 岸部第二小学校4B 濱田 山本 指宿 杉村 21 28.16

32 岸部第二小学校4C 野田 具志 播磨 滝沢

33 ガールズサッカースクール 谷口 白丸 町田 倉知 19 27.14

34 FC Brave 古東 常田 藤崎 関 12 25.30

35 FC ブラーベ 東 亀井 井ノ上 木梨 28 28.57


