
第3回 淀川スプリング駅伝
総合成績 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:16:04 (3) 0:25:37 (1) 0:35:52 (1) 0:47:42 (1) 0:57:57 (1)

混成の部 (1) 16:04 (3) 9:33 (1) 10:15 (1) 11:50 (10) 10:15 (3)

0:17:45 (7) 0:28:06 (5) 0:38:26 (5) 0:48:53 (2) 0:58:54 (2)

男子の部 (1) 17:45 (7) 10:21 (4) 10:20 (2) 10:27 (2) 10:01 (2)

0:15:52 (1) 0:27:26 (4) 0:37:59 (3) 0:49:44 (4) 0:59:18 (3)

混成の部 (2) 15:52 (1) 11:34 (9) 10:33 (4) 11:45 (8) 9:34 (1)

0:17:55 (8) 0:28:24 (6) 0:40:06 (6) 0:51:38 (6) 1:02:10 (4)

男子の部 (2) 17:55 (8) 10:29 (6) 11:42 (12) 11:32 (6) 10:32 (4)

0:15:53 (2) 0:26:20 (3) 0:37:27 (2) 0:49:31 (3) 1:02:13 (5)

混成の部 (3) 15:53 (2) 10:27 (5) 11:07 (6) 12:04 (11) 12:42 (23)

0:17:07 (6) 0:28:51 (8) 0:40:42 (8) 0:51:07 (5) 1:02:23 (6)

混成の部 (4) 17:07 (6) 11:44 (11) 11:51 (13) 10:25 (1) 11:16 (10)

0:16:25 (4) 0:25:59 (2) 0:38:12 (4) 0:52:27 (7) 1:03:08 (7)

混成の部 (5) 16:25 (4) 9:34 (2) 12:13 (16) 14:15 (25) 10:41 (5)

0:18:10 (9) 0:29:44 (10) 0:41:44 (9) 0:52:47 (8) 1:03:41 (8)

男子の部 (3) 18:10 (9) 11:34 (8) 12:00 (15) 11:03 (4) 10:54 (6)

0:18:55 (12) 0:30:36 (11) 0:42:16 (11) 0:53:27 (10) 1:04:30 (9)

混成の部 (6) 18:55 (12) 11:41 (10) 11:40 (10) 11:11 (5) 11:03 (8)

0:17:02 (5) 0:29:02 (9) 0:41:56 (10) 0:53:35 (11) 1:05:57 (10)

男子の部 (4) 17:02 (5) 12:00 (15) 12:54 (20) 11:39 (7) 12:22 (17)

0:18:39 (11) 0:28:48 (7) 0:40:11 (7) 0:53:08 (9) 1:06:59 (11)

混成の部 (7) 18:39 (11) 10:09 (3) 11:23 (8) 12:57 (16) 13:51 (33)

0:20:00 (19) 0:32:49 (14) 0:44:07 (13) 0:55:56 (12) 1:07:39 (12)

混成の部 (8) 20:00 (19) 12:49 (18) 11:18 (7) 11:49 (9) 11:43 (12)

0:20:10 (20) 0:33:43 (17) 0:48:19 (22) 0:59:04 (15) 1:10:01 (13)

混成の部 (9) 20:10 (20) 13:33 (27) 14:36 (32) 10:45 (3) 10:57 (7)

0:19:31 (13) 0:31:17 (12) 0:42:57 (12) 0:58:55 (14) 1:10:46 (14)

混成の部 (10) 19:31 (13) 11:46 (12) 11:40 (11) 15:58 (41) 11:51 (13)

0:22:52 (39) 0:34:47 (25) 0:47:11 (19) 0:59:54 (16) 1:11:22 (15)

男子の部 (5) 22:52 (39) 11:55 (13) 12:24 (17) 12:43 (13) 11:28 (11)

0:20:58 (25) 0:35:06 (28) 0:45:32 (17) 0:58:21 (13) 1:11:46 (16)

混成の部 (11) 20:58 (25) 14:08 (33) 10:26 (3) 12:49 (15) 13:25 (29)

0:21:02 (26) 0:34:08 (21) 0:48:16 (21) 1:00:47 (18) 1:13:06 (17)

混成の部 (12) 21:02 (26) 13:06 (22) 14:08 (26) 12:31 (12) 12:19 (16)

0:22:51 (38) 0:33:20 (16) 0:45:19 (15) 1:01:07 (19) 1:13:07 (18)

男子の部 (6) 22:51 (38) 10:29 (7) 11:59 (14) 15:48 (39) 12:00 (14)

0:21:10 (27) 0:33:46 (19) 0:44:44 (14) 1:00:20 (17) 1:14:00 (19)

混成の部 (13) 21:10 (27) 12:36 (17) 10:58 (5) 15:36 (37) 13:40 (32)

0:20:46 (24) 0:35:04 (27) 0:47:56 (20) 1:02:14 (22) 1:14:54 (20)

混成の部 (14) 20:46 (24) 14:18 (34) 12:52 (19) 14:18 (28) 12:40 (22)

チーム名

大江 力

0:57:57
三田アスリートX-A

市井 禎人 小寺 晃弘 市川 博基 岸野 二三

井上 晋 岡本 隆志 京野 能明

1

1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

47

2 7
チーム辻〇くん

0:58:54

辻本 智洋 大西 隆司

須川 雄太

3 41
TeamSOS改

0:59:18

皆越 晃 森本 恵 濱田 敏男 山根 朝美 長谷田 興平

倉橋 あきら 梶原 ありす

泉並 敦 吉本 龍男

4 6
RUNラン卵 走友会

1:02:10

長岡 一幸 秋吉 宏典

阪上 義文 志水 麻紗 福井 正人

5 21
いちろー

1:02:13

山地 河野 宇野

6 48
三田アスリートX-B

1:02:23

米村 昌晋 岩崎 利彦

岡本 洸平

7 43
大阪同走会

1:03:08

丸林 祐樹 山室 陽平 野村 泰子 岡田 理恵 楢崎 淳二

滝澤 弘晃 村上 卓次

8 14
高津OB

1:03:41

伊藤 匠 上野 登希生 実原 佑介 高村 一輝

後藤 隼人 森田 康博 岡 亮介

9 19
チームもぐらA

1:04:30

西尾 和哉 藤原 俊哉 眞鍋 朋子

10 3
M‘s Go Run

1:05:57

廣谷 剛大 坂田 洋基

染川 明美

11 46
チーム牧村瑞貴＋α

1:06:59

木村 洋介 牧野 裕樹 後藤 貴久 庵原 瑞穂 古賀 崇純

安田 育弘 入宮 崇彰

12 27
武庫川ＳＣ-A

1:07:39

小堺 淳 塩野 国男 村山 厚也 土井 祥敬

柳 国博 山下 信代 大江 豊

13 51
ランスポットRC-A

1:10:01

対馬 裕恵 浜 尚美 石崎 敦子

14 52
ランスポットRC-B

1:10:46

田口 秀 対馬 洋輔

西中 真理

15 13
エンジ関西モノホン

1:11:22

出田 大貴 渡邉 將史 山本 真央 石原 光 大西 智之

粟津 武司 中西 昇

16 28
武庫川SC-B

1:11:46

市居 邦淳 中条 かおり 結城 起代子 二村 卓朋敷

伊藤 一 小野 英利 坂下 亮太

17 20
チームもぐらB

1:13:06

塩田 英貴 野口 均 松下 利枝子

18 15
はいからそば

1:13:07

池田 楽史 小松 重盛

久保田 恒平

19 37
タマポリPIECE

1:14:00

山地 裕之 森本 祥夫 三代 晋平 岩本 香織 阿世賀 真司

20 36
タマポリONE

1:14:54

田村 直規 藤田 博之 加藤 優 金井 紀美江

【日時】2015年5月31日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区



第3回 淀川スプリング駅伝
総合成績 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録チーム名 1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

【日時】2015年5月31日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区

0:21:27 (30) 0:34:26 (23) 0:48:44 (24) 1:03:01 (23) 1:15:55 (21)

男子の部 (7) 21:27 (30) 12:59 (21) 14:18 (28) 14:17 (27) 12:54 (24)

0:20:00 (18) 0:34:25 (22) 0:48:47 (25) 1:03:26 (24) 1:15:56 (22)

混成の部 (15) 20:00 (18) 14:25 (37) 14:22 (30) 14:39 (32) 12:30 (19)

0:19:55 (17) 0:33:53 (20) 0:48:27 (23) 1:01:56 (21) 1:16:03 (23)

男子の部 (8) 19:55 (17) 13:58 (32) 14:34 (31) 13:29 (20) 14:07 (36)

0:22:13 (31) 0:35:08 (29) 0:46:43 (18) 1:01:17 (20) 1:16:08 (24)

男子の部 (9) 22:13 (31) 12:55 (20) 11:35 (9) 14:34 (31) 14:51 (39)

0:22:35 (34) 0:35:28 (30) 0:49:26 (27) 1:03:47 (26) 1:16:13 (25)

混成の部 (16) 22:35 (34) 12:53 (19) 13:58 (25) 14:21 (29) 12:26 (18)

0:21:13 (28) 0:34:35 (24) 0:50:36 (31) 1:03:47 (27) 1:16:18 (26)

男子の部 (10) 21:13 (28) 13:22 (26) 16:01 (44) 13:11 (18) 12:31 (20)

0:23:14 (44) 0:37:07 (36) 0:52:33 (36) 1:05:42 (31) 1:16:56 (27)

混成の部 (17) 23:14 (44) 13:53 (31) 15:26 (37) 13:09 (17) 11:14 (9)

0:20:37 (22) 0:32:36 (13) 0:51:37 (32) 1:04:23 (28) 1:17:26 (28)

混成の部 (18) 20:37 (22) 11:59 (14) 19:01 (54) 12:46 (14) 13:03 (27)

0:25:18 (51) 0:38:35 (43) 0:52:32 (35) 1:06:00 (33) 1:18:57 (29)

男子の部 (11) 25:18 (51) 13:17 (25) 13:57 (24) 13:28 (19) 12:57 (25)

0:21:24 (29) 0:33:44 (18) 0:48:57 (26) 1:05:51 (32) 1:19:20 (30)

混成の部 (19) 21:24 (29) 12:20 (16) 15:13 (35) 16:54 (46) 13:29 (31)

0:20:31 (21) 0:34:52 (26) 0:50:19 (30) 1:04:43 (29) 1:20:20 (31)

男子の部 (12) 20:31 (21) 14:21 (35) 15:27 (38) 14:24 (30) 15:37 (45)

0:18:36 (10) 0:35:43 (32) 0:49:27 (28) 1:07:03 (34) 1:20:28 (32)

混成の部 (20) 18:36 (10) 17:07 (51) 13:44 (21) 17:36 (50) 13:25 (30)

0:19:42 (16) 0:32:52 (15) 0:45:29 (16) 1:03:32 (25) 1:20:52 (33)

混成の部 (21) 19:42 (16) 13:10 (23) 12:37 (18) 18:03 (52) 17:20 (52)

0:19:40 (15) 0:38:33 (42) 0:53:25 (39) 1:07:42 (37) 1:22:03 (34)

混成の部 (22) 19:40 (15) 18:53 (53) 14:52 (34) 14:17 (26) 14:21 (37)

0:25:57 (53) 0:41:36 (51) 0:57:33 (50) 1:11:05 (43) 1:23:40 (35)

男子の部 (13) 25:57 (53) 15:39 (46) 15:57 (42) 13:32 (21) 12:35 (21)

0:24:21 (48) 0:38:08 (41) 0:55:11 (46) 1:10:39 (42) 1:23:42 (36)

男子の部 (14) 24:21 (48) 13:47 (29) 17:03 (50) 15:28 (36) 13:03 (26)

0:22:44 (36) 0:36:19 (35) 0:51:53 (34) 1:08:54 (39) 1:23:50 (37)

混成の部 (23) 22:44 (36) 13:35 (28) 15:34 (40) 17:01 (47) 14:56 (40)

0:24:14 (46) 0:39:02 (46) 0:53:40 (40) 1:08:49 (38) 1:24:08 (38)

男子の部 (15) 24:14 (46) 14:48 (40) 14:38 (33) 15:09 (35) 15:19 (44)

0:24:32 (49) 0:37:48 (39) 0:53:16 (37) 1:07:30 (36) 1:24:12 (39)

混成の部 (24) 24:32 (49) 13:16 (24) 15:28 (39) 14:14 (24) 16:42 (49)

0:22:19 (32) 0:38:54 (44) 0:55:01 (43) 1:11:26 (44) 1:24:34 (40)

混成の部 (25) 22:19 (32) 16:35 (49) 16:07 (45) 16:25 (44) 13:08 (28)

山下 晃司 高野 修三

高尾 俊一郎 福本 あゆみ 前木場 奨

21 1
フォーティオーバー5人衆

1:15:55

研谷 周治 楠 隆司 辻 秀三

22 44
TEAM AVANZA②

1:15:56

吉藤 勇幾 田邊 彗里

山本 宏光

23 2
Yamamura闘魂Runチー
ム 1:16:03

八木澤 裕司 山村 昇 奥田 淳也 小林 慎哉 加藤 貴善

谷本 歌子 小里 充男

24 5
おっさんパワー！

1:16:08

山本 宏光 青山 昌裕 鈴木 満 村田 朋晃

森山 慶一 藤澤 茂樹 水本 拓郎

25 23
大阪市立陸上部ＯＢチー
ム黒 1:16:13

真子 茂 花森 将彦 柏木 孝之

26 4
チームＧＧ

1:16:18

山本 武史 村尾 光弘

石飛 晃

27 34
チーム☆ULTRA

1:16:56

牛屋 明紗枝 榎木 妙子 山崎 香梨 中野 志織 今田 麻紀子

土江 憲弘 久保 公央

28 30
歌中同窓会1986ランニン
グ倶楽部チームA 1:17:26

六島 聡一 恋水 一広 村岡 佳織 島 卓巳

金田 真世 永松 哲史 今崎 礼二

29 17
チームたんぽぽ

1:18:57

國政 仁 森下 貴士 野口 真央

30 38
京橋パンティーline

1:19:20

石口 政一朗 清水 雄太

松永 大志

31 11
俺たち花の09組

1:20:20

景山 泰輔 萩尾 隼一 髙田 匡規 重野 貴史 石田 崇

上野 沙知 小谷 菊代

32 40
TEAM　AVANZA①

1:20:28

猪飼 雅 猪飼 瑛輔 中平 一成 廣田 友子

西本 長岡 岡田 いちろー

33 18
京都A

1:20:52

藤田 直也 谷奥 豊彰 中原 信幸

34 22
ひらめ

1:22:03

西田 廣川

小松 雅之

35 12
エンジ関西わいわいA

1:23:40

岩本 陵平 新里 大輔 泉 健太 亀徳 大介 稲田 悠

押野 有紀 中村 茂生

36 16
エム・クラブ

1:23:42

仲田 宏 川中 雄介 上田 竜也 田中 久勝

中本 裕之 山本 拓 澤沼 哲哉

37 54
BO RUN RUN CLUB
Team B 1:23:50

小林 進 徳地 民夫 大西 朋恵

38 9
山本商会

1:24:08

杉浦 雄大 工藤 千尋

原田 みさき

39 50
BA西ランナーズ

1:24:12

中山 紘爾 岡本 和博 高倉 真澄 三宅 浩 小坂 耕治

40 56
チーム　ソーセン

1:24:34

大藪 聡 安坂 洋美 豊島 良汰 磯口 めぐみ



第3回 淀川スプリング駅伝
総合成績 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録チーム名 1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

【日時】2015年5月31日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区

0:22:25 (33) 0:36:13 (34) 0:55:09 (45) 1:10:06 (41) 1:25:02 (41)

混成の部 (26) 22:25 (33) 13:48 (30) 18:56 (53) 14:57 (33) 14:56 (41)

0:24:15 (47) 0:39:01 (45) 0:53:22 (38) 1:07:19 (35) 1:25:27 (42)

男子の部 (16) 24:15 (47) 14:46 (39) 14:21 (29) 13:57 (22) 18:08 (55)

0:19:40 (14) 0:35:46 (33) 0:49:40 (29) 1:04:48 (30) 1:25:33 (43)

混成の部 (27) 19:40 (14) 16:06 (47) 13:54 (23) 15:08 (34) 20:45 (56)

0:20:45 (23) 0:35:43 (31) 0:51:43 (33) 1:09:04 (40) 1:26:08 (44)

男子の部 (17) 20:45 (23) 14:58 (44) 16:00 (43) 17:21 (48) 17:04 (50)

0:23:13 (43) 0:38:06 (40) 0:54:53 (42) 1:11:42 (45) 1:26:56 (45)

混成の部 (28) 23:13 (43) 14:53 (43) 16:47 (47) 16:49 (45) 15:14 (43)

0:23:01 (40) 0:42:40 (53) 0:56:29 (47) 1:14:12 (49) 1:28:07 (46)

混成の部 (29) 23:01 (40) 19:39 (54) 13:49 (22) 17:43 (51) 13:55 (34)

0:26:03 (54) 0:40:37 (49) 0:57:34 (51) 1:13:26 (47) 1:28:23 (47)

混成の部 (30) 26:03 (54) 14:34 (38) 16:57 (48) 15:52 (40) 14:57 (42)

0:22:48 (37) 0:37:36 (37) 0:54:37 (41) 1:13:07 (46) 1:29:07 (48)

混成の部 (31) 22:48 (37) 14:48 (41) 17:01 (49) 18:30 (54) 16:00 (46)

0:22:40 (35) 0:39:25 (48) 0:57:19 (49) 1:13:37 (48) 1:29:55 (49)
混成の部 (32) 22:40 (35) 16:45 (50) 17:54 (51) 16:18 (42) 16:18 (47)

0:25:23 (52) 0:46:54 (56) 1:02:41 (55) 1:18:18 (55) 1:30:24 (50)
混成の部 (33) 25:23 (52) 21:31 (56) 15:47 (41) 15:37 (38) 12:06 (15)

0:23:07 (41) 0:39:23 (47) 0:57:57 (52) 1:16:11 (51) 1:30:51 (51)
混成の部 (34) 23:07 (41) 16:16 (48) 18:34 (52) 18:14 (53) 14:40 (38)

0:23:11 (42) 0:40:52 (50) 0:55:08 (44) 1:15:22 (50) 1:32:00 (52)
混成の部 (35) 23:11 (42) 17:41 (52) 14:16 (27) 20:14 (56) 16:38 (48)

0:27:29 (56) 0:42:54 (54) 1:04:26 (56) 1:18:30 (56) 1:32:29 (53)
混成の部 (36) 27:29 (56) 15:25 (45) 21:32 (55) 14:04 (23) 13:59 (35)

0:26:52 (55) 0:41:41 (52) 0:56:58 (48) 1:16:39 (52) 1:34:40 (54)
混成の部 (37) 26:52 (55) 14:49 (42) 15:17 (36) 19:41 (55) 18:01 (54)

0:24:33 (50) 0:45:22 (55) 1:01:52 (54) 1:18:11 (54) 1:35:25 (55)
混成の部 (38) 24:33 (50) 20:49 (55) 16:30 (46) 16:19 (43) 17:14 (51)

0:23:18 (45) 0:37:41 (38) 1:00:39 (53) 1:18:05 (53) 1:35:57 (56)
混成の部 (39) 23:18 (45) 14:23 (36) 22:58 (56) 17:26 (49) 17:52 (53)

52 45
DJ2-2

1:32:00
佐野 俊二郎 西野 友梨香

横木 裕美 横田 夏江 浅堀 正夫

坪谷 勇太朗 原田 智也 鶴岡 秀樹

54 24
大阪市立陸上部ＯＢチー
ム白 1:34:40

浅井 一郎 谷本 純一

1:32:29
森井 茂樹 榎並 大貴 前原 大樹 野口 拓也 山下 裕子

倉橋 孝志 杉本 裕二

神田 充植 三代 正之 森下 悟

41 53
BO RUN RUN CLUB
Team A 1:25:02

井上 長一 鈴木 季之 寺田 奈々恵

42 10
エンジ関西わいわいラン
ナーズB 1:25:27

酒井 朋那 古川 晶大

山下 祐司

43 42
チーム下克上

1:25:33

山越 洋 平川 景子 奥野 智也 井田 恵梨香 木瀬 聡輝

民野 正 福田 俊彦

44 8
たまりば

1:26:08

植草 孝修 北江 浩治 恵 理津夫 竹村 正則

松尾 ますみ 平石 よしひこ

45 49
チーム岡ちゃん

1:26:56

岡崎 智弘 西谷 由理 石口 茂美

46 31
ほしつき

1:28:07

前澤 大美

京井 美沙紀

47 33
ほっこりん

1:28:23

高木 高桑 まさこ ほこの原 椋本 高谷 よしみ

田尻 浩三 藤谷 奈津

48 55
チーム　カエデ

1:29:07

安本 幸也 大橋 慶子 瀧口 亮一 高橋 優子

梅村 平石 さなえ 金井 みな

49 29
歌中同窓会1986ランニン
グ倶楽部チームU 1:29:55

歌式 八郎 松島 修 田中 玲子

50 32
まつお

1:30:24
小川 神野

白井

51 25
古南ランニングサークル

1:30:51
小田 耕一 中島 友美

53 39
京都B

宮永 勢次

朝野 亜希子 古賀 真紀 古家 直

永濱 多恵子

55 35
てそろす

1:35:25
倉橋 ともみ くすのき 白井（じゅん） 大野

56 26
宮永CC班

1:35:57
村尾 靖子 松井 佳代 安川 瑠璃葉


