
チームナンバー一覧(代表者名の50音順)
代表者氏名 ｾﾞｯｹﾝ番号 種目名 チーム名

青木　勇人 1141 ショートの部混成チーム 全ランA
青木　勇人 1142 ショートの部混成チーム 全ランＢ
青木　勇人 1143 ショートの部混成チーム 全ランＣ
青木　靖子 418 ロングの混成チーム あおみやおく
青木　亮治 543 ロングの混成チーム チーム江戸堀Ｅ
青木　亮治 544 ロングの混成チーム チーム江戸堀Ｄ
青根　弘顕 1245 ショートの部混成チーム チームあほや君
赤岩　綾 1131 ショートの部混成チーム ち～むBee

赤座　治郎 1070 ショートの部男子チーム BAMBA-C
赤座　治郎 1071 ショートの部男子チーム BAMBA-A
赤座　治郎 1072 ショートの部男子チーム BAMBA-B
赤座　治郎 1336 ショートの部混成チーム BAMBA-D
秋久　和哉 471 ロングの混成チーム 協和キリンG
秋久　和哉 472 ロングの混成チーム 協和キリンH

浅井　健一郎 466 ロングの混成チーム ＫＪＯブタ玉
浅井　健一郎 493 ロングの混成チーム ＫＪＯイカ玉
浅野　枝里 1164 ショートの部混成チーム ボノロンい
浅野　枝里 1165 ショートの部混成チーム ボノロンろ
浅野　枝里 1166 ショートの部混成チーム ボノロンに
浅野　枝里 1167 ショートの部混成チーム ボノロンは
浅野　枝里 1168 ショートの部混成チーム ボノロンへ
浅野　枝里 1169 ショートの部混成チーム ボノロンほ
浅野　枝里 1170 ショートの部混成チーム ボノロンと
浅野　理恵 1137 ショートの部混成チーム はやぶさ浅野
味岡　倫弘 553 ロングの混成チーム ☆MDRC☆
安住　文宏 157 ロングの部男子チーム KRHクラブ
麻生田　聡 155 ロングの部男子チーム JC１
麻生田　聡 156 ロングの部男子チーム JC２
安達　久顕 1144 ショートの部混成チーム いーぐるさん

阿比留　享子 396 ロングの混成チーム 走るスイマーズ
阿部　武志 1246 ショートの部混成チーム 大阪魂おおしげ
安部　倫子 1145 ショートの部混成チーム チーム安岡寺
阿部　有子 1076 ショートの部女子チーム チーム2923
網本　照男 202 ロングの部男子チーム 完走慰労会
網本　照男 518 ロングの混成チーム まくり専門隊
天羽　哲也 1118 ショートの部混成チーム 池田ＴＮＩＴ
天羽　哲也 1119 ショートの部混成チーム 池田ＳＨＡＨ
天羽　哲也 1120 ショートの部混成チーム 池田Ｈ２ＵＫ
新井　拓基 83 ロングの部男子チーム Synergy
安藤　泰次 1250 ショートの部混成チーム Rata-A
安藤　泰次 1251 ショートの部混成チーム Rata-B
安藤　泰次 1252 ショートの部混成チーム Rata-C
池下　一也 339 ロングの混成チーム Goal20
池田　彰 538 ロングの混成チーム キープヤング

池田　一郎 1188 ショートの部混成チーム 大阪魂うらもん
池田　潤哉 1105 ショートの部混成チーム 次世代
池田　哲也 207 ロングの部男子チーム 走ニチコンマン
池原　真 354 ロングの混成チーム 不思議な親戚

池山　一夫 449 ロングの混成チーム ８ランナーズ
石井　恒治 1113 ショートの部混成チーム いしいさんち。
石井　達也 26 ロングの部男子チーム UCOT楽走T
石井　達也 282 ロングの混成チーム UCOT快走Ｔ
石井　佑子 258 ロングの部女子チーム KLS女子部
石井　陽子 1220 ショートの部混成チーム 大阪魂いっしー

石神　賢太郎 1163 ショートの部混成チーム イミダパワー
石坂　秀一 146 ロングの部男子チーム 追い風に乗る
石坂　秀一 148 ロングの部男子チーム 疾風になる
石田　篤史 1133 ショートの部混成チーム JSOL
石田　篤史 1134 ショートの部混成チーム JSOL2
石田　篤史 1135 ショートの部混成チーム JSOL3
石塚　祐介 138 ロングの部男子チーム チームSTI

石原　かおり 1214 ショートの部混成チーム ☆BEARS☆
磯部　泰男 22 ロングの部男子チーム 近ならURO
磯部　泰男 275 ロングの混成チーム 近なら救命正統



磯部　泰男 276 ロングの混成チーム 近ならICU
磯部　泰男 277 ロングの混成チーム 近大奈良熟女s
磯部　泰男 278 ロングの混成チーム 近なら救命仮装
磯村　仁 179 ロングの部男子チーム SSS石膏A
磯村　仁 481 ロングの混成チーム SSS石膏B

井田　拓磨 226 ロングの部男子チーム マラ同OB's
市川　勝義 1256 ショートの部混成チーム 大阪魂まゆゆ
一條　知昭 1318 ショートの部混成チーム はやっしー
伊津野　誠 233 ロングの部男子チーム ＴＡＩＹＯ　Ｔ
伊津野　誠 234 ロングの部男子チーム ＴＡＩＹＯ　３
伊津野　誠 593 ロングの混成チーム ＴＡＩＹＯ　Ｕ
伊津野　誠 594 ロングの混成チーム ＴＡＩＹＯ　Ｋ
伊津野　誠 596 ロングの混成チーム ＴＡＩＹＯ　Ｓ
伊津野　誠 597 ロングの混成チーム ＴＡＩＹＯ　Ｎ
伊藤　憲和 370 ロングの混成チーム 小悪魔コプ
井上　明彦 1263 ショートの部混成チーム ファン乱舞Do
井上　英 433 ロングの混成チーム らソンの会1
井上　英 437 ロングの混成チーム らソンの会２

猪ノ坂　憲介 27 ロングの部男子チーム キャリ☆ステ
伊庭　愛美 308 ロングの混成チーム ♪
今城　亨 1262 ショートの部混成チーム ファン乱舞B

今林　庸平 227 ロングの部男子チーム A-DASH
居村　尚樹 187 ロングの部男子チーム チーム大雅
井守　紀昭 271 ロングの混成チーム かーちゃん
入口　直樹 167 ロングの部男子チーム ちっくすＡＣ２
入口　直樹 168 ロングの部男子チーム ちっくすAC１
岩越　耕作 74 ロングの部男子チーム ミキモト
岩本　公一 1202 ショートの部混成チーム 大阪魂うちぼり
植草　孝修 1186 ショートの部混成チーム ＵＭキッズ
上田　紗弓 70 ロングの部男子チーム KD II
上田　紗弓 243 ロングの部女子チーム KD II

上田　晋太朗 161 ロングの部男子チーム freejog
上田　有希 421 ロングの混成チーム モンキーズ
植田　豊 93 ロングの部男子チーム 恐妻組合倍返し

上中　理恵子 1183 ショートの部混成チーム 大阪魂うえなか
上村　伸二 1303 ショートの部混成チーム こもも
上村　伸二 1304 ショートの部混成チーム さくたろう
植森　裕司 549 ロングの混成チーム きのこの山
植森　裕司 550 ロングの混成チーム たけのこの里
上山　美矢 1136 ショートの部混成チーム さんぱち
宇野　彰展 1258 ショートの部混成チーム 八じょ～ぐぅＡ
宇野　彰展 1259 ショートの部混成チーム 八じょ～ぐぅB
宇野　彰展 1260 ショートの部混成チーム 八じょ～ぐぅＣ
梅谷　聡子 1088 ショートの部女子チーム アタックみさき
梅野　清次 195 ロングの部男子チーム PNfour
宇山　誠 603 ロングの混成チーム ルネ住之江堅三
宇山　誠 604 ロングの混成チーム ルネ住之江愛
宇山　誠 605 ロングの混成チーム ルネ住之江武司

浦口　みちよ 1073 ショートの部女子チーム チームさきこ
浦中　寛典 1066 ショートの部男子チーム うらなかい
江藤　文香 444 ロングの混成チーム 関西マラソン輪
江藤　文香 1211 ショートの部混成チーム 関西マラソン輪
江原　大樹 445 ロングの混成チーム ルネ登美ヶ丘
江原　大樹 514 ロングの混成チーム ルネ登美ヶ丘２
江原　大樹 575 ロングの混成チーム ルネ登美ヶ丘３
江原　大樹 601 ロングの混成チーム ルネ登美ヶ丘４
遠藤　晴菜 1010 ショートの部男子チーム フューチャーズ
遠藤　佳子 1171 ショートの部混成チーム 継続は力なり
近江　清秀 336 ロングの混成チーム 餃子定食A
近江　清秀 337 ロングの混成チーム 餃子定食B
大江　力 287 ロングの混成チーム うすげ一人

大川　博史 141 ロングの部男子チーム チームオイタ
大倉　孝志 595 ロングの混成チーム オアズメン
大杉　将斗 1053 ショートの部男子チーム 兵庫住建Ｂ
大杉　将斗 1054 ショートの部男子チーム 兵庫住建Ａ
太田　健哉 1038 ショートの部男子チーム チーム速度違反
太田　健哉 1039 ショートの部男子チーム チーム下剋上



太田　健哉 1087 ショートの部女子チーム 女々しくて
太田　修弘 1276 ショートの部混成チーム LYRAC A
太田　修弘 1277 ショートの部混成チーム LYRAC B

几内　千恵美 529 ロングの混成チーム ルネ尼B
大塚　千恵 289 ロングの混成チーム SCFノンスト
大槻　裕朗 598 ロングの混成チーム 川西ランラン
大野　祐貴 78 ロングの部男子チーム ビースト
大村　姫淑 1079 ショートの部女子チーム チェミ
岡　一成 99 ロングの部男子チーム 新鮮組
岡　晃史 1093 ショートの部女子チーム 京都AC-B
岡　晃史 1331 ショートの部混成チーム 京都AC-D
岡　晃史 1332 ショートの部混成チーム 京都AC-C
岡　晃史 1333 ショートの部混成チーム 京都AC-A

岡上　義雄 15 ロングの部男子チーム フラワーヒル！
岡崎　由佳子 390 ロングの混成チーム LillyA
岡住　拓朗 139 ロングの部男子チーム オムウォーク１
岡住　拓朗 140 ロングの部男子チーム オムウォーク２
岡田　和貴 32 ロングの部男子チーム ギラギラ
岡田　和幸 479 ロングの混成チーム 神戸中央紅組
岡田　和幸 480 ロングの混成チーム 神戸中央白組
岡田　賢一 96 ロングの部男子チーム チームOSKI
岡田　夏来 259 ロングの混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-A
岡田　夏来 260 ロングの混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-B
岡田　夏来 261 ロングの混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-C
岡田　夏来 1094 ショートの部混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-D
岡田　夏来 1095 ショートの部混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-E
岡田　夏来 1096 ショートの部混成チーム ﾐｽﾞﾉRC-F
岡部　雄大 218 ロングの部男子チーム ルネ神戸E
岡部　雄大 252 ロングの部女子チーム ルネ神戸B
岡部　雄大 253 ロングの部女子チーム ルネ神戸F
岡部　雄大 560 ロングの混成チーム ルネ神戸D
岡部　雄大 561 ロングの混成チーム ルネ神戸C
岡部　雄大 562 ロングの混成チーム ルネ神戸A
岡見　光 1174 ショートの部混成チーム 京都ナイトラン
岡見　光 1175 ショートの部混成チーム かわいゆきこズ
岡見　光 1176 ショートの部混成チーム わたなべちはズ
岡見　光 1177 ショートの部混成チーム 宍戸ジョー
岡本　篤 507 ロングの混成チーム 小盛
岡本　篤 508 ロングの混成チーム 大盛
岡本　篤 509 ロングの混成チーム 東盛

岡本　清二 1033 ショートの部男子チーム 荒武スターズB
岡本　琢郎 542 ロングの混成チーム チームひよどり
小川　裕 343 ロングの混成チーム チームL163
沖　英治 262 ロングの混成チーム RJCかつお
沖　英治 263 ロングの混成チーム RJCビリー
沖　英治 264 ロングの混成チーム RJCやで～

荻田　敦史 228 ロングの部男子チーム 今日のにゃんこ
荻田　敦史 229 ロングの部男子チーム 今日のわんこ
沖永　五月 551 ロングの混成チーム ＳＨＡ♪走
奥田　眞季 1056 ショートの部男子チーム リガク3
奥田　眞季 1057 ショートの部男子チーム リガク1
奥田　眞季 1058 ショートの部男子チーム リガク4
奥田　眞季 1059 ショートの部男子チーム リガク2
奥野　剛太 1150 ショートの部混成チーム ししゃも大好き
奥野　剛太 1151 ショートの部混成チーム 野’ｓ
奥野　剛太 1152 ショートの部混成チーム 最強の老若男女
奥村　朱美 65 ロングの部男子チーム シャイニング１
奥村　朱美 317 ロングの混成チーム シャイニング３
奥村　朱美 318 ロングの混成チーム シャイニング６
奥村　朱美 319 ロングの混成チーム シャイニング２
奥村　朱美 320 ロングの混成チーム シャイニング５
奥村　朱美 321 ロングの混成チーム シャイニング４
尾籠　賢 86 ロングの部男子チーム かんくらOB

小坂田　美恵 257 ロングの部女子チーム ランランラ～ン
小坂田　美恵 1322 ショートの部混成チーム ランランラ～ン
尾崎　克人 113 ロングの部男子チーム 川野組京都本部
押条　徳人 151 ロングの部男子チーム 高前俊明



押条　徳人 427 ロングの混成チーム ＳＪ－Ｋ島１
押条　徳人 428 ロングの混成チーム ＳＪ－Ｋ島２
押条　徳人 429 ロングの混成チーム ＳＪ－Ｋ島３

小野　真一郎 303 ロングの混成チーム ディパーチャ
筧　麻衣 173 ロングの部男子チーム こさみAC
筧　麻衣 1046 ショートの部男子チーム こさみAｃ
筧　麻衣 1235 ショートの部混成チーム こさみac

笠井　正隆 307 ロングの混成チーム 万博特拡!!
笠原　清寛 17 ロングの部男子チーム 建築工房
梶原　俊樹 18 ロングの部男子チーム 霧島連合
片岡　善藏 304 ロングの混成チーム 福池ラン倶楽部
片岡　善藏 305 ロングの混成チーム 福池走り隊
片桐　悟志 452 ロングの混成チーム げらと仲間達
片山　智章 355 ロングの混成チーム 美女と野獣ども
加藤　明 208 ロングの部男子チーム チーム走る男Ｂ
加藤　明 552 ロングの混成チーム チーム走る男Ａ

加藤　文也 1060 ショートの部男子チーム YMGチームG
加藤　文也 1298 ショートの部混成チーム YMGチームY
加藤　文也 1299 ショートの部混成チーム YMGチームM
加藤　允康 272 ロングの混成チーム いちごパフェ
角川　政信 85 ロングの部男子チーム 五十五会ＲＣ
可徳　卓哉 1189 ショートの部混成チーム ばちこ～ん
角野　知美 487 ロングの混成チーム ORC3
角野　知美 488 ロングの混成チーム ORC2
角野　知美 489 ロングの混成チーム ORC1
金井　舜悟 182 ロングの部男子チーム ホールアート

金久保　裕紀 19 ロングの部男子チーム 黒い白鳥
金竹　雅人 350 ロングの混成チーム LLY石原B
上村　聡 16 ロングの部男子チーム TRAUM

神吉　華恵 404 ロングの混成チーム シバタチザイム
神吉　華恵 405 ロングの混成チーム シバタチノイド
神吉　華恵 1179 ショートの部混成チーム シバタチオリゴ
神吉　華恵 1180 ショートの部混成チーム シバタチノール
栢木　大誓 1034 ショートの部男子チーム 荒武スターズA

河井　翔太郎 100 ロングの部男子チーム 八角ＲＣ－Ｂ
河井　翔太郎 101 ロングの部男子チーム 八角ＲＣ－Ｃ
河井　翔太郎 103 ロングの部男子チーム 八角ＲＣ－Ｄ
河井　翔太郎 359 ロングの混成チーム 八角ＲＣ－Ａ
河合　俊武 114 ロングの部男子チーム としたけ会
川上　郁代 340 ロングの混成チーム チェリー
川上　郁代 341 ロングの混成チーム クランベリー
川岸　昌英 1014 ショートの部男子チーム チーム京阪奈
川岸　昌英 1015 ショートの部男子チーム 大阪１ヤング
川岸　昌英 1016 ショートの部男子チーム 大阪２ペヤング
川岸　昌英 1017 ショートの部男子チーム イソフルRUN
川岸　昌英 1018 ショートの部男子チーム ブルーハワイ
川岸　昌英 1019 ショートの部男子チーム イケメン軍団笑
川岸　昌英 1020 ショートの部男子チーム 原チンズ
川岸　昌英 1021 ショートの部男子チーム きゅーびっつ
川岸　昌英 1022 ショートの部男子チーム デッパーズ
川岸　昌英 1023 ショートの部男子チーム まさえ
川口　善隆 31 ロングの部男子チーム チームカワグチ
川尻　直 408 ロングの混成チーム さかごじり♪
川鍋　誠 520 ロングの混成チーム すかい

川端　賢人 565 ロングの混成チーム かずちゃん
川端　賢人 566 ロングの混成チーム あやちゃん
川端　賢人 567 ロングの混成チーム けんちゃん
川畑　大輔 438 ロングの混成チーム 愛仁会RC
川畑　大輔 439 ロングの混成チーム BKジブリーズ
川辺　拓也 281 ロングの混成チーム チームみやび
川村　大貴 171 ロングの部男子チーム マゾの宅急便
川村　大貴 464 ロングの混成チーム すーぱーＧＰＳ
川村　大貴 465 ロングの混成チーム でんでんＧＯＤ
菊永　哲也 1149 ショートの部混成チーム チームキクナガ

喜左上　義照 332 ロングの混成チーム 完走するぞ～
北村　孝清 525 ロングの混成チーム イチャンコッペ
北村　光宏 188 ロングの部男子チーム OKMC



吉川　裕也 123 ロングの部男子チーム 勝馬面
衣畑　良景 235 ロングの部男子チーム 宮川です
衣畑　良景 237 ロングの部男子チーム 宇宙企画
杵渕　雅男 62 ロングの部男子チーム 俊ちゃんず
杵渕　雅男 1005 ショートの部男子チーム 橋本家プラス
杵渕　雅男 1132 ショートの部混成チーム がんばれ村上家
木村　直宏 121 ロングの部男子チーム ＭＡＱＭ
木村　有花 245 ロングの部女子チーム おさる*
木本　一恵 1337 ショートの部混成チーム 東西南走
木本　一恵 1338 ショートの部混成チーム 東西南RUN

久下　伸太郎 496 ロングの混成チーム TEAM安永
久郷　雅和 112 ロングの部男子チーム チーム逃げ馬
草刈　貴子 540 ロングの混成チーム カドワキング
草刈　貴子 1055 ショートの部男子チーム アルパカーナ
工藤　努 149 ロングの部男子チーム 第501陸上団

國正　淳弥 211 ロングの部男子チーム 新人時代
國正　淳弥 555 ロングの混成チーム 新人時代+
久保　美紀 1089 ショートの部女子チーム チェリーズ
黒木　明宏 97 ロングの部男子チーム 信太山自衛隊
黒木　明宏 1008 ショートの部男子チーム 信太山ＡＤ
黒木　明宏 1009 ショートの部男子チーム 信太山ＹＡＧ
黒木　陽子 1080 ショートの部女子チーム R Team
黒島　康平 183 ロングの部男子チーム ちなC
黒島　康平 184 ロングの部男子チーム おはD

慶山　奈王子 1004 ショートの部男子チーム 奈王ＲＣ　本気
慶山　奈王子 1129 ショートの部混成チーム 奈王ＲＣ　Ａ
慶山　奈王子 1130 ショートの部混成チーム 奈王ＲＣ　Ｂ
小泉　篤史 266 ロングの混成チーム ATSU×2
幸野　良平 1310 ショートの部混成チーム 大阪南選抜E
幸野　良平 1311 ショートの部混成チーム 大阪南選抜A
幸野　良平 1312 ショートの部混成チーム 大阪南選抜B
幸野　良平 1313 ショートの部混成チーム 大阪南選抜D
幸野　良平 1314 ショートの部混成チーム 大阪南選抜F
幸野　良平 1315 ショートの部混成チーム 大阪南選抜C
河本　潔 1074 ショートの部女子チーム ＫＴSSレディ
河本　潔 1098 ショートの部混成チーム 熊走会Ｂ
河本　潔 1099 ショートの部混成チーム 熊走会Ａ

高良　健二 190 ロングの部男子チーム 川西明峰高校
高良　健二 519 ロングの混成チーム GTM
古平　慶太 545 ロングの混成チーム チームO
古平　慶太 546 ロングの混成チーム チームＢ
後藤　英斗 1028 ショートの部男子チーム askパパA
後藤　英斗 1029 ショートの部男子チーム askパパB
後藤　泰敬 534 ロングの混成チーム AOKING
後藤　侑希 242 ロングの部女子チーム mijyu
小林　俊樹 1257 ショートの部混成チーム Toi x 3
小林　宏彰 1264 ショートの部混成チーム ファン乱舞C

小林　不二夫 1325 ショートの部混成チーム びわこなまず
小林　美保 334 ロングの混成チーム 3776
小林　諒 217 ロングの部男子チーム 吉引STYLE

駒井　一喜 547 ロングの混成チーム B-DASH
小牧　俊也 1265 ショートの部混成チーム 大阪魂ひろた
小松　教清 23 ロングの部男子チーム ありちゃんず
古丸　哲生 515 ロングの混成チーム コナミ千里　駅
古丸　哲生 516 ロングの混成チーム コナミ千里　伝
小柳　勝明 333 ロングの混成チーム エルエストＡ
小山　博之 41 ロングの部男子チーム YY走ろう会Ａ
小山　博之 292 ロングの混成チーム YY走ろう会V
近藤　慶裕 1110 ショートの部混成チーム 近藤ファミリー
近藤　朝之 324 ロングの混成チーム フォーティ1

斎藤　真由美 415 ロングの混成チーム オムちょっぱや
斎藤　真由美 416 ロングの混成チーム オムはやし
斎藤　真由美 417 ロングの混成チーム オムたのし
西明　智紀 1210 ショートの部混成チーム もーちゃんち
阪上　純也 186 ロングの部男子チーム 香妃会陸上部A
阪上　純也 513 ロングの混成チーム 香妃会陸上部B
坂下　義信 92 ロングの部男子チーム 八尾高40期



坂本　美由紀 1237 ショートの部混成チーム 大阪魂さかもと
佐向　正 1266 ショートの部混成チーム ムーちゃんズ

笹川　陽子 441 ロングの混成チーム ちゃきちゃき
笹川　陽子 442 ロングの混成チーム 幸せ太郎だろう
笹川　陽子 443 ロングの混成チーム ヤングギャング

佐々木　健司 75 ロングの部男子チーム シャコヤンズ
佐々木　孝治 395 ロングの混成チーム チームうっちー
佐々木　知代 302 ロングの混成チーム チームササヤン
佐藤　篤司 1003 ショートの部男子チーム JTRO走好会

佐藤　枝里子 1225 ショートの部混成チーム 大阪魂さとえり
佐藤　和義 398 ロングの混成チーム R wave
佐藤　琢也 122 ロングの部男子チーム アデカ食品A
佐藤　琢也 124 ロングの部男子チーム アデカ化学品B
佐藤　琢也 379 ロングの混成チーム アデカ食品B
佐藤　琢也 381 ロングの混成チーム アデカ化学品A

佐藤　のぞみ 1204 ショートの部混成チーム YEIBEE2
佐藤　ひさき 557 ロングの混成チーム ルネサンス尼C
鮫島　隆則 526 ロングの混成チーム RakUdaN
鮫島　隆則 527 ロングの混成チーム RakUdan
皿池　辰徳 178 ロングの部男子チーム 協和キリンF
澤田　高男 11 ロングの部男子チーム NJP大阪
澤田　高男 12 ロングの部男子チーム NJP上ル入ル
澤田　高男 14 ロングの部男子チーム NJP神戸
塩田　博 539 ロングの混成チーム YTVスポーツ

重岡　諒真 358 ロングの混成チーム チームおかしげ
茂田　幸康 279 ロングの混成チーム 倍返し
鹿喰　正浩 1194 ショートの部混成チーム 大洋日魯陸上C
鹿喰　正浩 1195 ショートの部混成チーム 大洋日魯陸上A
鹿喰　正浩 1196 ショートの部混成チーム 大洋日魯陸上B
柴田　裕子 1223 ショートの部混成チーム 大阪魂しばた
柴田　亮 209 ロングの部男子チーム びわ湖走友会Ａ
柴田　亮 210 ロングの部男子チーム びわ湖走友会Ｓ

芝野　裕邦 1127 ショートの部混成チーム 寄井電機珍走団
島谷　学 1030 ショートの部男子チーム トップジーン

清水　潮音 1201 ショートの部混成チーム 大阪魂いだ
清水　伸一 1148 ショートの部混成チーム 清水ＡＣ
清水　孝 1109 ショートの部混成チーム 家族で円満

清水　洋志 1261 ショートの部混成チーム ファンラン
清水　美紀 254 ロングの部女子チーム お茶目な美魔女
清水　康澄 409 ロングの混成チーム 鷲そんな感じ
清水　康澄 410 ロングの混成チーム 鷲しらんけど
清水　康澄 411 ロングの混成チーム 鷲てきとう
下村　祐典 206 ロングの部男子チーム 安全万全十全
上甲　一男 1161 ショートの部混成チーム びわ湖JOKO
白崎　舞 1271 ショートの部混成チーム ICB-MI
白崎　舞 1272 ショートの部混成チーム ICB-KA
白崎　舞 1273 ショートの部混成チーム ICB-HM
白崎　舞 1274 ショートの部混成チーム ICB-JK

白波瀬　龍平 214 ロングの部男子チーム ＫＧＷＶ
白藤　克行 98 ロングの部男子チーム IDOLLIE
新開　茂樹 517 ロングの混成チーム ドラえもん
末廣　美希 1243 ショートの部混成チーム 長堀ランナーズ
末廣　美希 1244 ショートの部混成チーム 長堀ランナー
杉原　敏幸 322 ロングの混成チーム BJC
杉本　元 66 ロングの部男子チーム AA1

杉山　貴一 212 ロングの部男子チーム 無我夢中
杉山　沙希 1297 ショートの部混成チーム SKS
杉山　沙希 1326 ショートの部混成チーム kyowaA
杉山　沙希 1327 ショートの部混成チーム kyowaC
杉山　沙希 1328 ショートの部混成チーム kyowaB
鈴木　康弘 221 ロングの部男子チーム 四人目未定だ森
周藤　英 1309 ショートの部混成チーム 大阪魂まいまい
須藤　崇 25 ロングの部男子チーム チャーリー

住永　雅典 467 ロングの混成チーム cloud
関　裕夫 241 ロングの部男子チーム イセトー走友会
瀬戸　勉 267 ロングの混成チーム たまちゃんＡ
瀬戸　勉 1104 ショートの部混成チーム たまちゃんB



妹尾　孝 1301 ショートの部混成チーム チーム筋肉 II
妹尾　孝 1302 ショートの部混成チーム チーム筋肉痛

仙木　亜由子 366 ロングの混成チーム 新あだちーむ。
宗美　肖佳 1238 ショートの部混成チーム 大阪魂そうみ
曽我　秋彦 79 ロングの部男子チーム チームＳ４
曽我　秋彦 80 ロングの部男子チーム チームＳＴ
曽我　秋彦 81 ロングの部男子チーム 符号００７
曽我　秋彦 82 ロングの部男子チーム テクニカルＡ

曽我部　慶周 1126 ショートの部混成チーム 飲み会２０１３
田浦　丈太郎 8 ロングの部男子チーム ガリガリくん
高石　美穂 1091 ショートの部女子チーム 宝夢☆RUN
高木　剛 225 ロングの部男子チーム JKD472

高田　弘幸 200 ロングの部男子チーム チームシャイン
高田　衛 1197 ショートの部混成チーム TAKADA

高橋　将徳 196 ロングの部男子チーム JCHO-1
高橋　将徳 530 ロングの混成チーム JCHO-2
高橋　将徳 531 ロングの混成チーム JCHO-3
高橋　将徳 532 ロングの混成チーム JCHO-4
高橋　嘉臣 436 ロングの混成チーム ナイキ大好き！
田上　亮 1097 ショートの部混成チーム チームTTMM

瀧澤　裕美 1111 ショートの部混成チーム ハッピー
田久保　泰輔 486 ロングの混成チーム TSK-GEL
武居　泰男 165 ロングの部男子チーム けやきパパ
竹内　暢朗 1108 ショートの部混成チーム Team　Ｔ
竹口　弘子 1291 ショートの部混成チーム おぺおぺあげは
竹下　紗代 1294 ショートの部混成チーム チームTHA
竹田　晶彦 1040 ショートの部男子チーム 煽南楽釣会
武田　宏 222 ロングの部男子チーム S型インフル

竹村　耕一 1278 ショートの部混成チーム ホームランズ花
竹村　耕一 1279 ショートの部混成チーム ホームランズ月
竹村　耕一 1280 ショートの部混成チーム ホームランズ星
竹村　耕一 1281 ショートの部混成チーム ホームランズ宙
田島　和一 162 ロングの部男子チーム ＯＤＤＲＣ１
田島　和一 163 ロングの部男子チーム ＯＤＤＲＣ２
田代　るみ 570 ロングの混成チーム ＳＡＫＡＮＡ
舘　正典 380 ロングの混成チーム 海なし県チーム

橘　昭次郎 535 ロングの混成チーム チームCO－C
橘　昭次郎 536 ロングの混成チーム チームCO－Ｄ
橘　昭次郎 537 ロングの混成チーム チームCO－Ｅ
橘　昭次郎 1284 ショートの部混成チーム チームCO－Ｆ
橘　昭次郎 1285 ショートの部混成チーム チームCO－Ｇ
橘　昭次郎 1286 ショートの部混成チーム チームCO－Ｈ
立花　雅彦 378 ロングの混成チーム チーム智花曜花
龍田　学宏 306 ロングの混成チーム チームドラゴン
伊達　洋貴 511 ロングの混成チーム 富国強兵
立石　典子 1217 ショートの部混成チーム お先にどうぞ
立野　諒 554 ロングの混成チーム チーム　ＵＢＵ

田中　和美 1267 ショートの部混成チーム チームりいだあ
田中　和美 1268 ショートの部混成チーム チームやまもん
田中　和美 1269 ショートの部混成チーム チームＧＯ！
田中　克幸 353 ロングの混成チーム AL☆STAR
田中　久勝 39 ロングの部男子チーム エム・システム
田仲　宏 1199 ショートの部混成チーム チームいりえ

田中　勇一郎 1255 ショートの部混成チーム アサトユーハン
田辺　伸吾 342 ロングの混成チーム チーム菩薩
谷　博雅 29 ロングの部男子チーム チーム　本田

谷口　民人 293 ロングの混成チーム チームＡ
谷口　康浩 136 ロングの部男子チーム オーパス　A
谷口　康浩 137 ロングの部男子チーム オーパス　B
谷口　康浩 406 ロングの混成チーム オーパス　C
谷口　康浩 407 ロングの混成チーム オーパス　D
谷本　喬光 286 ロングの混成チーム R091
谷本　典久 224 ロングの部男子チーム エブァ
谷本　典久 580 ロングの混成チーム 俺の軍団
谷本　典久 1308 ショートの部混成チーム アミヤデ～
玉置　玲子 1224 ショートの部混成チーム チームひろし君
田宮　淳子 1084 ショートの部女子チーム 豊原スポーツ部



田村　潔 95 ロングの部男子チーム 法定速度遵守中
田村　由紀 435 ロングの混成チーム Lilly C

田結庄　将岳 1025 ショートの部男子チーム NR中距離部
俵　理 548 ロングの混成チーム マルシェＤＲＣ

千秋　正信 1324 ショートの部混成チーム タハラーズ
知念　望 170 ロングの部男子チーム ルネ久宝寺Ｄ
知念　望 456 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ａ
知念　望 457 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｂ
知念　望 458 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｃ
知念　望 459 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｆ
知念　望 460 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｅ
知念　望 461 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｇ
知念　望 462 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｈ
知念　望 463 ロングの混成チーム ルネ久宝寺Ｉ
知念　望 578 ロングの混成チーム ルネ久宝寺J
知念　望 579 ロングの混成チーム ルネ久宝寺K
茶野　豊 1181 ショートの部混成チーム metalex
政　勝宣 1069 ショートの部男子チーム グランゼスト

塚本　康裕 1002 ショートの部男子チーム 京RUN走A
塚本　康裕 1102 ショートの部混成チーム 京RUN走B
塚本　康裕 1117 ショートの部混成チーム 京RUN走C
塚由　隆史 1112 ショートの部混成チーム さらば2013
踞尾　孝男 240 ロングの部男子チーム ユウキ
辻　茂樹 327 ロングの混成チーム チーム　R&B

辻江　充早子 1305 ショートの部混成チーム チーム日野
辻尾　彩香 230 ロングの部男子チーム 泉大津B
辻尾　彩香 256 ロングの部女子チーム 泉大津A
辻尾　彩香 588 ロングの混成チーム 泉大津C

辻倉　多恵子 1283 ショートの部混成チーム 辻山三中
土屋　紘志 1203 ショートの部混成チーム 大阪魂ゆのくち
常本　剛志 91 ロングの部男子チーム ふくやん
椿山　善浩 373 ロングの混成チーム 椿会Ａ
津山　沙穂 1320 ショートの部混成チーム ６２時間
霍田　秀昭 108 ロングの部男子チーム KGSRUN１
霍田　秀昭 109 ロングの部男子チーム KGSRUN II

ティップネス　梅田 194 ロングの部男子チーム 奈良頑張った
ティップネス　梅田 497 ロングの混成チーム 丸紅ランA
ティップネス　梅田 498 ロングの混成チーム 丸紅ランB
ティップネス　梅田 499 ロングの混成チーム TIP梅田A
ティップネス　梅田 500 ロングの混成チーム TIPのびた
ティップネス　梅田 501 ロングの混成チーム Tジャイアン
ティップネス　梅田 502 ロングの混成チーム TIP天王寺A
ティップネス　梅田 503 ロングの混成チーム TIP天王寺B
ティップネス　梅田 505 ロングの混成チーム TIP梅田B
ティップネス　梅田 521 ロングの混成チーム ティップ若野
ティップネス　梅田 522 ロングの混成チーム ティップ寿一
ティップネス　梅田 523 ロングの混成チーム FUNラン
ティップネス　梅田 556 ロングの混成チーム ＴＩＰ梅田Ｃ

寺川　眞道 419 ロングの混成チーム カジュアル感
寺本　樹与一 269 ロングの混成チーム KRC A
寺本　樹与一 270 ロングの混成チーム KRC B
渡海　裕明 422 ロングの混成チーム イーグルス
時田　恭浩 1001 ショートの部男子チーム よしもり学級
時光　秀行 1026 ショートの部男子チーム スエさん
時光　秀行 1182 ショートの部混成チーム 黒ミッツ
徳岡　拓也 375 ロングの混成チーム club宇一
徳永　康行 285 ロングの混成チーム 徳永塾
徳山　英浩 48 ロングの部男子チーム ミズアオイB
徳山　英浩 49 ロングの部男子チーム ミズアオイC
徳山　英浩 299 ロングの混成チーム ミズアオイA
徳山　英浩 1124 ショートの部混成チーム ミズアオイD
徳山　英浩 1125 ショートの部混成チーム ミズアオイE
飛田　朋江 166 ロングの部男子チーム 公社ランナーズ
冨田　聡 599 ロングの混成チーム かわせみ

冨永　尊弘 331 ロングの混成チーム ちょるるわたる
豊田　裕士 1209 ショートの部混成チーム 大阪魂たなせ
鳥井　直子 250 ロングの部女子チーム フォーエバー１



鳥井　直子 251 ロングの部女子チーム フォーエバー２
鳥丸　かおり 1100 ショートの部混成チーム 走れ！大西、峠
鳥丸　かおり 1101 ショートの部混成チーム 走れ！鳥丸
永井　隆祐 1234 ショートの部混成チーム 大阪魂ふるやま
中上　浩伸 10 ロングの部男子チーム HNFI

中尾　るみ子 389 ロングの混成チーム 全力中年！
中岡　正憲 1200 ショートの部混成チーム 大阪魂ふじた
中川　一希 43 ロングの部男子チーム HRCガチ赤
中川　一希 295 ロングの混成チーム HRCガチ黄
中川　一希 296 ロングの混成チーム HRCガチ青
中川　哲 87 ロングの部男子チーム シュクランＪ８
中川　哲 344 ロングの混成チーム シュクランＪ３
中川　哲 345 ロングの混成チーム シュクランＪ２
中川　哲 346 ロングの混成チーム シュクランＪ４
中川　哲 347 ロングの混成チーム シュクランＪ５
中川　哲 348 ロングの混成チーム シュクランＪ６
中川　哲 349 ロングの混成チーム シュクランＪ７

中川　卓也 133 ロングの部男子チーム 卓ちゃん消防局
中川　裕美 1193 ショートの部混成チーム 大阪魂ゆずる
中川　正樹 1275 ショートの部混成チーム ashun
中澤　龍一 376 ロングの混成チーム まともなタン２
中澤　龍一 377 ロングの混成チーム きちょうなタン
中島　慎介 1282 ショートの部混成チーム ちーむなかしま

中島　三智子 126 ロングの部男子チーム 金曜走ろう会Ａ
中島　三智子 369 ロングの混成チーム 金曜走ろう会Ｚ
中祖　一郎 512 ロングの混成チーム 大中古池
中田　幹仁 576 ロングの混成チーム ルネ京都山科Ａ

なかた　ゆみこ 1077 ショートの部女子チーム tyne
仲谷　一孝 160 ロングの部男子チーム チーム・メタボ
中谷　真規 1042 ショートの部男子チーム 大国ＲＣ
中谷　真規 1043 ショートの部男子チーム 新世界ＲＣ
中谷　真規 1044 ショートの部男子チーム 体育会館前ＲＣ
中谷　真規 1045 ショートの部男子チーム 桜川RC
中谷　真規 1218 ショートの部混成チーム 恵美須ＲＣ
中谷　雅仁 152 ロングの部男子チーム 杉本会Ｂ
中谷　雅仁 153 ロングの部男子チーム 杉本会Ａ
中谷　雅仁 154 ロングの部男子チーム 杉本会Ｃ
中塚　大希 106 ロングの部男子チーム 局部白髪メガネ
中塚　尚子 1011 ショートの部男子チーム KITK46
中塚　尚子 1083 ショートの部女子チーム TNFI38
中司　仁美 1078 ショートの部女子チーム ZPレディ
中辻　大輔 127 ロングの部男子チーム 近トラOB
中西　真悟 423 ロングの混成チーム あおぱんだA
中西　真悟 424 ロングの混成チーム あおぱんだB
中西　真悟 425 ロングの混成チーム あおぱんだC
中西　剛 40 ロングの部男子チーム 美食走遊界
中西　剛 1121 ショートの部混成チーム 美食走遊界
中西　剛 1122 ショートの部混成チーム 美食走遊界B

長濱　真也 357 ロングの混成チーム チームJ
中原　玉香 1198 ショートの部混成チーム リトゥーノ
永見　香織 1162 ショートの部混成チーム バレンティン
中村　慶吾 199 ロングの部男子チーム チームトーワA
中村　慶吾 533 ロングの混成チーム チームトーワB

中村　健太郎 434 ロングの混成チーム シルック販売中
中村　貢司 510 ロングの混成チーム チーム織田A
中村　貢司 528 ロングの混成チーム チーム織田B
中村　英明 132 ロングの部男子チーム 谷町走らん会Ｂ
中村　英明 135 ロングの部男子チーム 谷町走らん会Ａ
中村　陽太 477 ロングの混成チーム 擬ゆるキャラズ
投石　彩 130 ロングの部男子チーム ルイージ軍団★
投石　彩 248 ロングの部女子チーム 櫻組★

鍋島　広剛 1221 ショートの部混成チーム 大阪魂あい！
成田　篤 1106 ショートの部混成チーム あつぼーず

成田　大輔 164 ロングの部男子チーム 神戸北PSRC
西井　博美 1103 ショートの部混成チーム 205%!
西尾　圭介 69 ロングの部男子チーム ぷるぷるぷるん
西尾　奨太 1031 ショートの部男子チーム 近農AC



西岡　潤 37 ロングの部男子チーム ゲリピー食品B
西川　糸 1139 ショートの部混成チーム ブラックスワン

西川　義典 446 ロングの混成チーム 赤おに
西川　義典 447 ロングの混成チーム 青おに
西川　義典 448 ロングの混成チーム 黒おに
西澤　一晃 268 ロングの混成チーム チームリップス
西田　稔 203 ロングの部男子チーム KiTTn

西廣　雄介 117 ロングの部男子チーム 中之島NWA
西廣　雄介 118 ロングの部男子チーム 中之島NWB
西廣　雄介 119 ロングの部男子チーム 中之島NWC
西廣　雄介 120 ロングの部男子チーム 中之島NWD
西村　利秀 44 ロングの部男子チーム 近鉄A
西村　利秀 45 ロングの部男子チーム 近鉄C
西村　利秀 46 ロングの部男子チーム 近鉄E
西村　利秀 47 ロングの部男子チーム 近鉄D
西村　利秀 50 ロングの部男子チーム 近鉄B
西村　利秀 51 ロングの部男子チーム チームやまと
西村　利秀 300 ロングの混成チーム チームまなか
西本　武志 189 ロングの部男子チーム KDT
根建　祐一 134 ロングの部男子チーム ACT
能島　邦夫 1236 ショートの部混成チーム パンパース
野口　彰宏 52 ロングの部男子チーム みちもりA
野口　彰宏 53 ロングの部男子チーム みちもりB
野口　彰宏 54 ロングの部男子チーム みちもりC
野口　真也 1037 ショートの部男子チーム 摂陵１６期
野田　隆正 193 ロングの部男子チーム ユニオンネット
野間　剛 265 ロングの混成チーム 訴えてやる！！

萩尾　明広 391 ロングの混成チーム Ｌｉｌｌｙ　Ｂ
橋田　学 1190 ショートの部混成チーム チームじつもり

橋本　英明 1287 ショートの部混成チーム 四国大学陸上部
蓮池　聡司 506 ロングの混成チーム しんたろうず
羽瀬　まき 504 ロングの混成チーム マキラン倶楽部

長谷川　亜由美 558 ロングの混成チーム 菊真☆越朋
長谷川　亜由美 559 ロングの混成チーム プリハセ☆ロナ

長谷川　毅 399 ロングの混成チーム すとろんぐA
長谷川　毅 400 ロングの混成チーム すとろんぐB
長谷川　毅 401 ロングの混成チーム すとろんぐC
長谷川　毅 402 ロングの混成チーム すとろんぐD
長谷川　毅 403 ロングの混成チーム すとろんぐE

長谷川　陽子 468 ロングの混成チーム 協和キリンA
長谷川　陽子 470 ロングの混成チーム 協和キリンC
長谷川　陽子 478 ロングの混成チーム 協和キリンB
畑中　隆宏 280 ロングの混成チーム 井口一味
服部　武裕 1187 ショートの部混成チーム 大阪魂あかさ
浜田　壮彦 392 ロングの混成チーム Lilly D

林　進 1107 ショートの部混成チーム チームゆうすけ
林　知哉 198 ロングの部男子チーム 彩走HANTｓ
林　尚子 1270 ショートの部混成チーム つぼちゃんず
林　学 128 ロングの部男子チーム 新薬駅伝部Ａ
林　学 129 ロングの部男子チーム 新薬駅伝部Ｃ
林　学 393 ロングの混成チーム 新薬駅伝部Ｂ
林　学 394 ロングの混成チーム 新薬駅伝部Ｄ

林　美伯 426 ロングの混成チーム タマランナー
伴　郁美 315 ロングの混成チーム チームＤＨＢＧ

播戸　佑亮 142 ロングの部男子チーム ひのうら RC
東村　早由 297 ロングの混成チーム チーム東村
東山　靖 192 ロングの部男子チーム タッタカマット

樋川　美樹 1212 ショートの部混成チーム 大阪魂ひかわ
久永　光範 374 ロングの混成チーム 宇部興産（株）大阪
人見　晴美 76 ロングの部男子チーム コナミ茨男児
人見　晴美 77 ロングの部男子チーム コナミ茨木ＴＡ
人見　晴美 244 ロングの部女子チーム コナミ茨ガール
人見　晴美 338 ロングの混成チーム コナミ茨木混合
日野　恵介 453 ロングの混成チーム バリィとお供達
表利　整 35 ロングの部男子チーム シュクランJC

平床　ちさ子 1307 ショートの部混成チーム 緑野カエル
平野　彩子 1159 ショートの部混成チーム Go40's!



平野　雄彦 311 ロングの混成チーム 走友会Ｕチーム
平野　雄彦 312 ロングの混成チーム 走友会Ｔチーム
平野　雄彦 313 ロングの混成チーム 走友会Rチーム
平野　裕子 1292 ショートの部混成チーム チーム岡田
平林　博美 1064 ショートの部男子チーム musubiB
平林　博美 1065 ショートの部男子チーム musubiC
平林　博美 1316 ショートの部混成チーム musubiA
平林　博美 1317 ショートの部混成チーム musubiD
平林　博美 1319 ショートの部混成チーム musubiE

平薮　さやか 176 ロングの部男子チーム ルネ姫路　E
平薮　さやか 177 ロングの部男子チーム ルネ姫路　B
平薮　さやか 473 ロングの混成チーム ルネ姫路　F
平薮　さやか 474 ロングの混成チーム ルネ姫路　A
平薮　さやか 475 ロングの混成チーム ルネ姫路　C
平薮　さやか 476 ロングの混成チーム ルネ姫路　D
廣瀬　惇志 144 ロングの部男子チーム アワイキコーズ
廣部　透 89 ロングの部男子チーム ACミラン
福井　明 13 ロングの部男子チーム 森本商会

福住　武陽 1048 ショートの部男子チーム 大阪労災B
福住　武陽 1247 ショートの部混成チーム 大阪労災D
福住　武陽 1248 ショートの部混成チーム 大阪労災A
福住　武陽 1249 ショートの部混成チーム 大阪労災C
福田　真一 24 ロングの部男子チーム SOJEC
福村　直喜 4 ロングの部男子チーム ウェルダーズ
福本　知恵 1321 ショートの部混成チーム ミウーズ
福本　知恵 1329 ショートの部混成チーム マコーズ
福本　知恵 1330 ショートの部混成チーム ユーズ
福本　正彦 28 ロングの部男子チーム チームソーラー
福本　慶浩 236 ロングの部男子チーム U&H.R.C
藤木　誠 223 ロングの部男子チーム チームビーバー

藤田　康孝 420 ロングの混成チーム FTON
藤本　哲也 1062 ショートの部男子チーム チームIZ2
藤本　哲也 1063 ショートの部男子チーム チームIZ
藤本　哲也 1228 ショートの部混成チーム 産業EDI
藤本　哲也 1229 ショートの部混成チーム チーム大砂
藤本　哲也 1230 ショートの部混成チーム チームアウト事
藤本　哲也 1231 ショートの部混成チーム チーム牟田
藤本　哲也 1232 ショートの部混成チーム チーム杉村
藤本　哲也 1233 ショートの部混成チーム チームたむけん
藤本　義浩 63 ロングの部男子チーム 奥村組A
藤本　義浩 64 ロングの部男子チーム 奥村組B
藤本　義浩 67 ロングの部男子チーム 奥村組Ｄ
藤本　義浩 68 ロングの部男子チーム 奥村組Ｅ
藤本　義浩 323 ロングの混成チーム 奥村組Ｃ
藤原　弘毅 34 ロングの部男子チーム 興進電器製作所
藤原　大門 131 ロングの部男子チーム 脱、激辛宣言
藤原　亮一 1128 ショートの部混成チーム ふじどらごん
古寺　志帆 356 ロングの混成チーム チーム彰太
文　美月 255 ロングの部女子チーム 走るバスケ美女

穂園　久夫 204 ロングの部男子チーム ルネ駅伝部A
穂園　久夫 205 ロングの部男子チーム ルネ駅伝部B
布袋　健哉 213 ロングの部男子チーム けやきＲＣ
堀　伸一郎 174 ロングの部男子チーム チームジオA
堀　伸一郎 175 ロングの部男子チーム チームジオB
堀池　晃弘 110 ロングの部男子チーム 百合ドリーム
堀池　晃弘 1160 ショートの部混成チーム チーム百合

堀口　由起子 1216 ショートの部混成チーム せつじとゆきこ
前島　良信 1295 ショートの部混成チーム チームシグマ１
前島　良信 1296 ショートの部混成チーム チームシグマ２
前田　香 1061 ショートの部男子チーム ドラゴン
前田　香 1092 ショートの部女子チーム チームNKMM
前田　香 1300 ショートの部混成チーム チームKSSM

前田　昌一 3 ロングの部男子チーム 祐輔頑張ります
眞壁　直子 335 ロングの混成チーム 眞壁ファミリー
牧野　裕樹 329 ロングの混成チーム チーム牧村瑞貴
増池　誠史 541 ロングの混成チーム 大阪宣研陸上部
枡本　裕真 1024 ショートの部男子チーム 立命館同好会



町田　真奈美 1140 ショートの部混成チーム 星の国
松井　達彦 7 ロングの部男子チーム 栄富－ズ
松井　英典 430 ロングの混成チーム ヒーロー武田
松井　英典 431 ロングの混成チーム スマイル武田
松井　英典 432 ロングの混成チーム ガンバ武田
松尾　修三 30 ロングの部男子チーム 米谷印刷工業
松崎　正稔 288 ロングの混成チーム SCFアンリミ
松下　隆 367 ロングの混成チーム 終わってビール

松田　旭弘 191 ロングの部男子チーム BENIYA
松田　賢人 232 ロングの部男子チーム POLYTEC
松田　賢人 590 ロングの混成チーム DAIWABO
松田　博之 201 ロングの部男子チーム 飯野駅伝研究A
松田　博之 1288 ショートの部混成チーム 飯野駅伝研究所
松田　博之 1289 ショートの部混成チーム 飯野駅伝研究会
松田　博之 1290 ショートの部混成チーム 飯野駅伝FC

松竹　雄一郎 238 ロングの部男子チーム 協和キリンE
松竹　雄一郎 239 ロングの部男子チーム 協和キリンI
松永　泰希 219 ロングの部男子チーム 大塚駅伝部A
松永　典子 454 ロングの混成チーム チームＡ
松永　典子 455 ロングの混成チーム チームB
松永　典子 469 ロングの混成チーム チームC
松本　拓也 584 ロングの混成チーム ＹＪＣたぬき
松本　拓也 585 ロングの混成チーム ＹＪＣうさぎ
松本　拓也 586 ロングの混成チーム ＹＪＣきつね
松本　武士 1047 ショートの部男子チーム さむいのきらい
松本　武士 1052 ショートの部男子チーム 走ってホシーノ
松本　武士 1241 ショートの部混成チーム ビカビカ2年生
松本　武士 1242 ショートの部混成チーム オンザロード
松本　武士 1253 ショートの部混成チーム こうちゃんズ
松本　典昭 482 ロングの混成チーム ルネ豊中A
松本　典昭 483 ロングの混成チーム ルネ豊中D
松本　典昭 484 ロングの混成チーム ルネ豊中C
松本　典昭 485 ロングの混成チーム ルネ豊中B
松本　典久 330 ロングの混成チーム ランナ－ズ返事
松本　弘之 284 ロングの混成チーム ヒービーズ
真殿　拓也 169 ロングの部男子チーム 協和キリンＤ
真子　茂 301 ロングの混成チーム 大阪市立Ｔ＆Ｆ

丸山　滋司 563 ロングの混成チーム ケンタッキー
丸山　滋司 564 ロングの混成チーム フライドチキン
丸山　信 1306 ショートの部混成チーム mm7

三木　惇史 215 ロングの部男子チーム エヌチ
三倉　伸介 368 ロングの混成チーム TBT-KC
三倉　伸介 1155 ショートの部混成チーム TIF-KC
水沢　亜紀 1158 ショートの部混成チーム 北摂を走ろう
水嶋　勝 1006 ショートの部男子チーム チーム水嶋家

水谷　紀夫 57 ロングの部男子チーム 青いコンビニ２
水谷　紀夫 58 ロングの部男子チーム 青いコンビニ３
水谷　紀夫 59 ロングの部男子チーム 青いコンビニ４
水谷　紀夫 60 ロングの部男子チーム 青いコンビニ５
水谷　紀夫 61 ロングの部男子チーム 青いコンビニ６
水谷　紀夫 310 ロングの混成チーム 青いコンビニＡ
皆川　広道 180 ロングの部男子チーム ＭＩＴ走ラン会
南原　真生 84 ロングの部男子チーム 小麦
嶺倉　栄 1215 ショートの部混成チーム 大阪魂いのうえ

箕田　史彦 494 ロングの混成チーム 玉鳳隊
箕田　史彦 495 ロングの混成チーム 楽華隊
三宅　貴大 291 ロングの混成チーム Ｇ走遊会関西Ａ
三宅　貴大 328 ロングの混成チーム G走遊会関西E
三宅　貴大 1114 ショートの部混成チーム Ｇ走遊会関西Ｂ
三宅　貴大 1115 ショートの部混成チーム Ｇ走遊会関西Ｃ
三宅　貴大 1116 ショートの部混成チーム Ｇ走遊会関西Ｄ
三宅　貴大 1172 ショートの部混成チーム G走遊会関西F
三宅　貴大 1178 ショートの部混成チーム G走遊会関西G
宮崎　正恵 412 ロングの混成チーム JR☆C
宮崎　正恵 413 ロングの混成チーム JR☆B
宮崎　正恵 414 ロングの混成チーム JR☆A
宮崎　綾子 1323 ショートの部混成チーム RUNRUN



宮前　佳世 568 ロングの混成チーム ポロロンズ I
宮前　佳世 569 ロングの混成チーム ポロロンズ II
宮本　和 1185 ショートの部混成チーム 大阪魂さとさえ

宮本　益隆 36 ロングの部男子チーム ゲリピー食品A
ミリウス　アーサー 216 ロングの部男子チーム 理研外人

村上　裕朗 172 ロングの部男子チーム 独身貴族だぉ
茂木　裕 115 ロングの部男子チーム 洛西シミズ病院
持田　拓 325 ロングの混成チーム 大和田屋駅伝部
森　圭悟 1293 ショートの部混成チーム ジョイラン部
森　淳一 326 ロングの混成チーム エルエストB
森　達典 145 ロングの部男子チーム チームしゃくれ
森　祐樹 1049 ショートの部男子チーム エース
森　祐樹 1050 ショートの部男子チーム 紳士の集い
森　祐樹 1051 ショートの部男子チーム 田名網組

森口　金也 1012 ショートの部男子チーム 東洋ゴム工業
森田　将司 42 ロングの部男子チーム 海坊主
森田　正典 1184 ショートの部混成チーム 大阪魂あらかわ
森永　由香 1081 ショートの部女子チーム オーバーズ7
森野　正敏 158 ロングの部男子チーム 森野軍団Ｂ
森野　正敏 159 ロングの部男子チーム 森野軍団Ａ
森野　正敏 249 ロングの部女子チーム 森野軍団Ｃ
森野　正敏 440 ロングの混成チーム 森野軍団Ｄ
森野　正敏 1035 ショートの部男子チーム 森野軍団Ｅ
森野　正敏 1036 ショートの部男子チーム 森野軍団Ｆ
森野　正敏 1086 ショートの部女子チーム 森野軍団Ｇ
森野　正敏 1207 ショートの部混成チーム 森野軍団Ｈ
森鼻　隆人 524 ロングの混成チーム ルネ尼A
森本　恵 1075 ショートの部女子チーム copain

門口　泰之 1138 ショートの部混成チーム 新快速徳島行き
柳生　真司 274 ロングの混成チーム のんべぇ～S
安江　朋昭 382 ロングの混成チーム 宮澤軍団
安方　満 1007 ショートの部男子チーム KUWV AC

安田　貴文 197 ロングの部男子チーム 青い羽根
安田　美菜子 1082 ショートの部女子チーム すみれママ

安田　遊 125 ロングの部男子チーム WindRun
安友　孝治 20 ロングの部男子チーム 北ＮＷ第５５号
安友　孝治 21 ロングの部男子チーム 北ＮＷ第９９号
矢内　敏彦 90 ロングの部男子チーム 明るい未来III
柳谷　摩耶 1222 ショートの部混成チーム 大阪魂やなまや
柳瀬　茜 1090 ショートの部女子チーム みかんかん

柳瀬　惇行 273 ロングの混成チーム 柳園々山
薮　春圭 606 ロングの混成チーム ルネサンスＤ
薮　春圭 607 ロングの混成チーム ルネサンスＡ
薮　春圭 608 ロングの混成チーム ルネサンスＢ
薮　春圭 609 ロングの混成チーム ルネサンスＣ
薮　春圭 610 ロングの混成チーム ルネサンスＥ

矢部　充英 1240 ショートの部混成チーム yeibee1
山内　博之 1013 ショートの部男子チーム だんでぃ～ず
八巻　裕一 1067 ショートの部男子チーム JFRL30
八巻　裕一 1068 ショートの部男子チーム JFRL20
山口　明伸 55 ロングの部男子チーム ＢＡランナーＡ
山口　明伸 56 ロングの部男子チーム ＢＡらんなーＢ
山口　明伸 309 ロングの混成チーム ＢＡランナーＣ
山口　晃平 351 ロングの混成チーム LLY石原Ａ
山口　朋子 316 ロングの混成チーム レビン
山口　智誉 1146 ショートの部混成チーム たちばなぁずA
山口　智誉 1147 ショートの部混成チーム たちばなぁずB
山口　幹哉 1173 ショートの部混成チーム OGAC
山崎　圭介 220 ロングの部男子チーム シャープB
山崎　圭介 571 ロングの混成チーム シャープA
山崎　圭介 572 ロングの混成チーム シャープC
山崎　圭介 573 ロングの混成チーム シャープD
山崎　徹 583 ロングの混成チーム 玉美しゅらん
山崎　徹 587 ロングの混成チーム 玉美シュラン２
山崎　徹 589 ロングの混成チーム 玉美シュラン３
山下　誠 581 ロングの混成チーム ルネ住道Ａ
山下　誠 582 ロングの混成チーム ルネ住道Ｂ



山田　淳史 105 ロングの部男子チーム ちーむ壱参伍
山田　淳史 1153 ショートの部混成チーム １ねん２くみ
山田　淳史 1154 ショートの部混成チーム １ねん１くみ
山田　勝彦 283 ロングの混成チーム チーム勝
山田　伸一 1041 ショートの部男子チーム ほくりょう
山田　琢郎 1191 ショートの部混成チーム TEAMド変態
山田　琢郎 1192 ショートの部混成チーム TEAM変態
山田　敏人 185 ロングの部男子チーム 渋生会
山田　成之 490 ロングの混成チーム 北摂を走ろうA
山田　成之 491 ロングの混成チーム 北摂を走ろうB
山田　成之 492 ロングの混成チーム 北摂を走ろうC
山田　秀明 602 ロングの混成チーム わっと
山田　祐也 181 ロングの部男子チーム
山中　耕一 147 ロングの部男子チーム 関大ランナーズ
山中　耕一 1027 ショートの部男子チーム 関大ランナーズ
山中　伸悟 314 ロングの混成チーム がんもどき
山根　昌也 150 ロングの部男子チーム H2エネルギー
山開　由香 231 ロングの部男子チーム ティーガイアC
山開　由香 591 ロングの混成チーム ティーガイアB
山開　由香 592 ロングの混成チーム ティーガイアA
山本　昭成 1032 ショートの部男子チーム 荒武スターズC
山本　篤史 1123 ショートの部混成チーム 湾岸高速連合！
山本　篤幸 5 ロングの部男子チーム ファンラン　Ａ
山本　篤幸 6 ロングの部男子チーム ファンラン　Ｂ
山本　圭志 38 ロングの部男子チーム FCT-B
山本　圭志 290 ロングの混成チーム ＦＴＣ－Ａ
山本　兼司 94 ロングの部男子チーム ＣＯＲＲＥＲ壱
山本　兼司 352 ロングの混成チーム ＣＯＲＲＥＲ弐
山本　剛 143 ロングの部男子チーム チームのんちゃ

山本　重一 1213 ショートの部混成チーム 安土考古整理A
山本　浩之 298 ロングの混成チーム M・Y・K・F
山本　眞 107 ロングの部男子チーム ALタイガース

山本　雅之 577 ロングの混成チーム なんでやねん！
山本　美佳 450 ロングの混成チーム ＳＯＲＡ
山本　美佳 451 ロングの混成チーム 嫁さん
夢野　知子 1156 ショートの部混成チーム チーム三田Ａ
夢野　知子 1157 ショートの部混成チーム チーム三田Ｂ
横矢　幸子 1085 ショートの部女子チーム 安土考古整理B
横山　智一 1208 ショートの部混成チーム 大阪魂Tごみ
芳井　盛次 247 ロングの部女子チーム ズットランＡ
芳井　盛次 383 ロングの混成チーム ズットランＦ
芳井　盛次 384 ロングの混成チーム ズットランＧ
芳井　盛次 385 ロングの混成チーム ズットランＢ
芳井　盛次 386 ロングの混成チーム ズットランＣ
芳井　盛次 387 ロングの混成チーム ズットランＤ
芳井　盛次 388 ロングの混成チーム ズットランＥ
吉井　智哉 9 ロングの部男子チーム 東京の山田君
吉崎　大地 33 ロングの部男子チーム JCU大阪
吉田　智明 88 ロングの部男子チーム RocknJG
吉田　英章 71 ロングの部男子チーム アウトローズ
吉田　英章 72 ロングの部男子チーム プラン+M
吉田　英章 73 ロングの部男子チーム イー・チャンス
吉田　弘美 1205 ショートの部混成チーム dokkoi
吉田　弘美 1206 ショートの部混成チーム suttoko
吉田　有希 371 ロングの混成チーム 加藤会
吉野　輝永 116 ロングの部男子チーム 言い訳無用
吉丸　真也 294 ロングの混成チーム KINGO
吉見　なぎさ 1334 ショートの部混成チーム DenDen
吉見　なぎさ 1335 ショートの部混成チーム Ekkey
吉村　仁志 111 ロングの部男子チーム チームセブンB
吉村　仁志 372 ロングの混成チーム チームセブンA
米澤　育民 1239 ショートの部混成チーム 大阪魂いくとも
米田　吉伸 1226 ショートの部混成チーム やったーずB
米田　吉伸 1227 ショートの部混成チーム やったーずA
六反　国男 397 ロングの混成チーム アミノ兵庫
若杉　竹嗣 1219 ショートの部混成チーム ちんくい虫
脇添　悟 1 ロングの部男子チーム ＴＭ2



脇添　悟 2 ロングの部男子チーム ジャニーズ！
渡辺　達二 1254 ショートの部混成チーム 大阪魂いしかわ
渡利　晃三 102 ロングの部男子チーム 緑茶コスプレＦ
渡利　晃三 104 ロングの部男子チーム 緑茶アスリート
渡利　晃三 246 ロングの部女子チーム 緑茶コスプレＥ
渡利　晃三 360 ロングの混成チーム 緑茶コスプレＤ
渡利　晃三 361 ロングの混成チーム 緑茶コスプレＣ
渡利　晃三 362 ロングの混成チーム 緑茶コスプレＢ
渡利　晃三 363 ロングの混成チーム 緑茶コスプレＡ
渡利　晃三 364 ロングの混成チーム 緑茶チームＢ
渡利　晃三 365 ロングの混成チーム 緑茶チームＡ
渡利　晃三 574 ロングの混成チーム 緑茶コスプレＧ
渡利　晃三 600 ロングの混成チーム 緑茶チームＣ


