
第4回 淀川スプリング駅伝
上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:16:07 (3) 0:26:25 (2) 0:36:04 (1) 0:45:40 (1) 0:55:01 (1)
男子の部 (1) 16:07 (3) 10:18 (3) ○ 9:39 (1) ○ 9:36 (1) ○ 9:21 (1)

0:16:01 (2) 0:26:42 (3) 0:36:56 (2) 0:47:57 (3) 0:58:08 (2)
混成の部 (1) 16:01 (2) 10:41 (5) 10:14 (2) 11:01 (9) 10:11 (3)

0:16:27 (4) 0:25:39 (1) 0:37:07 (3) 0:47:32 (2) 0:58:39 (3)
混成の部 (2) 16:27 (4) ○ 9:12 (1) 11:28 (7) 10:25 (4) 11:07 (10)

0:16:41 (5) 0:27:29 (5) 0:38:38 (5) 0:49:28 (4) 0:59:44 (4)
男子の部 (2) 16:41 (5) 10:48 (7) 11:09 (4) 10:50 (8) 10:16 (4)

0:17:58 (12) 0:27:33 (6) 0:39:37 (7) 0:50:24 (5) 1:01:11 (5)
混成の部 (3) 17:58 (12) 9:35 (2) 12:04 (13) 10:47 (7) 10:47 (6)

0:15:59 (1) 0:27:10 (4) 0:38:38 (4) 0:51:14 (6) 1:01:48 (6)
男子の部 (3) ○ 15:59 (1) 11:11 (9) 11:28 (7) 12:36 (20) 10:34 (5)

0:17:12 (7) 0:31:34 (17) 0:42:12 (13) 0:52:29 (11) 1:02:19 (7)
男子の部 (4) 17:12 (7) 14:22 (37) 10:38 (3) 10:17 (2) 9:50 (2)

0:17:41 (10) 0:28:00 (7) 0:39:36 (6) 0:51:25 (7) 1:03:25 (8)
男子の部 (5) 17:41 (10) 10:19 (4) 11:36 (10) 11:49 (15) 12:00 (19)

0:18:46 (16) 0:30:10 (12) 0:41:37 (11) 0:51:57 (8) 1:03:27 (9)
混成の部 (4) 18:46 (16) 11:24 (11) 11:27 (6) 10:20 (3) 11:30 (14)

0:17:07 (6) 0:28:30 (8) 0:41:20 (9) 0:52:03 (10) 1:04:22 (10)
混成の部 (5) 17:07 (6) 11:23 (10) 12:50 (20) 10:43 (5) 12:19 (25)

0:19:07 (18) 0:30:11 (13) 0:41:35 (10) 0:53:04 (12) 1:04:27 (11)
混成の部 (6) 19:07 (18) 11:04 (8) 11:24 (5) 11:29 (12) 11:23 (12)

0:17:57 (11) 0:28:39 (9) 0:40:40 (8) 0:52:00 (9) 1:05:07 (12)
男子の部 (6) 17:57 (11) 10:42 (6) 12:01 (12) 11:20 (11) 13:07 (34)

0:19:11 (19) 0:30:42 (15) 0:43:04 (15) 0:53:47 (13) 1:05:59 (13)
男子の部 (7) 19:11 (19) 11:31 (13) 12:22 (16) 10:43 (5) 12:12 (23)

0:18:09 (13) 0:29:36 (11) 0:42:53 (14) 0:54:22 (14) 1:06:45 (14)
男子の部 (8) 18:09 (13) 11:27 (12) 13:17 (22) 11:29 (12) 12:23 (26)

0:18:11 (14) 0:30:21 (14) 0:44:35 (17) 0:55:45 (16) 1:06:48 (15)
男子の部 (9) 18:11 (14) 12:10 (18) 14:14 (38) 11:10 (10) 11:03 (8)

0:17:29 (9) 0:29:28 (10) 0:41:57 (12) 0:54:52 (15) 1:08:24 (16)
男子の部 (10) 17:29 (9) 11:59 (16) 12:29 (17) 12:55 (23) 13:32 (39)

0:20:36 (36) 0:32:23 (22) 0:44:31 (16) 0:57:43 (17) 1:10:52 (17)
男子の部 (11) 20:36 (36) 11:47 (14) 12:08 (15) 13:12 (26) 13:09 (35)

0:17:26 (8) 0:31:47 (19) 0:44:42 (18) 0:58:46 (18) 1:10:53 (18)
男子の部 (12) 17:26 (8) 14:21 (36) 12:55 (21) 14:04 (35) 12:07 (20)

0:19:18 (24) 0:31:35 (18) 0:45:32 (20) 0:58:48 (19) 1:11:04 (19)
男子の部 (13) 19:18 (24) 12:17 (20) 13:57 (32) 13:16 (27) 12:16 (24)

0:19:38 (27) 0:32:36 (23) 0:47:27 (23) 0:59:38 (21) 1:11:35 (20)
男子の部 (14) 19:38 (27) 12:58 (24) 14:51 (46) 12:11 (17) 11:57 (17)

総合成績

【日時】2016年5月15日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）チーム名

甲斐 将樹今井 雄基長谷田 興平濱田 敏男皆越 晃
0:55:01

村上 瞭太 森岡 龍平 木下 翔太
同志社陸上競技同好会

0:59:44
中村 優也

宇野 篤史

TeamSOS
1 24

2 67
小崎会

0:58:08

45
いちろー

1:01:11
梶原 千裕

3 76
三田アスリートX

0:58:39

4 22

7 12
チーム京〇くん

1:02:19

林 大智

6 15
卓ちゃん消防局

1:01:48

5

9 77
Run-spotA

1:03:27

8 7
武庫川SC-A

1:03:25

11 39
チームもぐらA

1:04:27

10 31
チームSOS

1:04:22

13 17
Team鈴木

1:05:59

12 10
公園最速理論 頭文字D

1:05:07

15 23
高津OB

1:06:48

14 6
アップ駅伝部

1:06:45

17 21
山陽電鉄陸上部

1:10:52

16 11
チームさかなっし

1:08:24

19 16
Team中本

1:11:04

18 14
ガラタン

1:10:53

20 19
設備部トラック部門

1:11:35

宮本 匡史 上野 映子 小崎 哲也 鷺森 愛子 志水 麻紗

高野 修徳 福永 基晴 福井 正人 松岡 友美 押谷 健

西田 卓也

中川 卓也 小阪 正之 宮迫 渉太 若林 次郎 細川 三郎

河野 裕介 作田 大翔

京野 能明 辻本 智洋 大西 隆司 井上 晋 岡本 隆志

吉田 達男 小堺 淳 市居 淳邦 村山 厚也 二村 卓朋敷

対馬 裕恵 森 武志 福西 卓也

甲斐 将樹 山根 朝実 石山 美保 脇田 あかね 若畑 拓馬

小林 寛幸 竹下 尚良

西尾 和哉 滝澤 弘晃 眞鍋 朋子 村上 卓次 岩橋 啓行

土肥 寛司 森 邦彦 篠崎 勝也 石川 貴章 田中 義文

糸賀 健裕 荘中 友樹 鈴木 晋

Hawsawi Abbas 植野 公士 田村 知也 葦田 功 松井 大

淵脇 彰悟 長谷川 聡

伊藤 匠 上野 登希生 花田 慎太郎 岡本 洸平 高村 一輝

長谷川 栄作 西岡 真人 藤城 大輔 坂梨 勇一 寺田 修平

西山 京介 小川 直志 柳川 浩平

高橋 真悟 笠松 泰幸 庄司 岬 暁 諭一郎 西依 尚士

岡田 光 八幡 龍

中本 佑治 鬼沢 克哉 田村 純 池田 和広 柴田 優樹

大屋 誠啓 末長 達也 辻村 紗千 古川 寛人 高野 修三
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第4回 淀川スプリング駅伝
上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

【日時】2016年5月15日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）チーム名

0:19:40 (28) 0:31:54 (20) 0:45:18 (19) 0:59:11 (20) 1:11:48 (21)
混成の部 (7) 19:40 (28) 12:14 (19) 13:24 (26) 13:53 (33) 12:37 (29)

0:20:40 (37) 0:33:42 (26) 0:47:51 (25) 1:00:00 (22) 1:11:54 (22)
混成の部 (8) 20:40 (37) 13:02 (25) 14:09 (36) 12:09 (16) 11:54 (16)

0:19:16 (22) 0:33:45 (27) 0:47:45 (24) 1:00:06 (23) 1:13:11 (23)
男子の部 (15) 19:16 (22) 14:29 (38) 14:00 (33) 12:21 (19) 13:05 (33)

0:19:25 (26) 0:34:14 (29) 0:45:57 (21) 1:03:58 (30) 1:15:03 (24)
混成の部 (9) 19:25 (26) 14:49 (42) 11:43 (11) 18:01 (70) 11:05 (9)

0:22:06 (53) 0:35:13 (32) 0:49:48 (34) 1:03:06 (28) 1:15:13 (25)
混成の部 (10) 22:06 (53) 13:07 (27) 14:35 (42) 13:18 (28) 12:07 (20)

0:23:38 (59) 0:35:33 (34) 0:48:12 (26) 1:02:37 (26) 1:16:12 (26)
男子の部 (16) 23:38 (59) 11:55 (15) 12:39 (19) 14:25 (39) 13:35 (41)

0:24:54 (68) 0:38:32 (53) 0:50:02 (36) 1:05:37 (37) 1:16:29 (27)
混成の部 (11) 24:54 (68) 13:38 (31) 11:30 (9) 15:35 (50) 10:52 (7)

0:19:56 (32) 0:33:06 (24) 0:46:58 (22) 1:02:28 (25) 1:16:30 (28)
混成の部 (12) 19:56 (32) 13:10 (28) 13:52 (31) 15:30 (48) 14:02 (43)

0:19:20 (25) 0:36:54 (42) 0:48:58 (31) 1:02:01 (24) 1:16:59 (29)
混成の部 (13) 19:20 (25) 17:34 (61) 12:04 (13) 13:03 (25) 14:58 (59)

0:21:18 (47) 0:33:19 (25) 0:49:14 (32) 1:02:57 (27) 1:17:02 (30)
混成の部 (14) 21:18 (47) 12:01 (17) 15:55 (57) 13:43 (32) 14:05 (45)

0:21:49 (49) 0:36:25 (39) 0:51:24 (41) 1:05:26 (35) 1:18:12 (31)
混成の部 (15) 21:49 (49) 14:36 (41) 14:59 (49) 14:02 (34) 12:46 (31)

0:21:15 (44) 0:36:40 (40) 0:50:31 (38) 1:05:22 (34) 1:18:16 (32)
混成の部 (16) 21:15 (44) 15:25 (45) 13:51 (30) 14:51 (43) 12:54 (32)

0:18:21 (15) 0:30:48 (16) 0:48:25 (27) 1:05:49 (38) 1:19:02 (33)
混成の部 (17) 18:21 (15) 12:27 (22) 17:37 (70) 17:24 (64) 13:13 (36)

0:21:02 (40) 0:37:49 (47) 0:52:08 (46) 1:05:04 (33) 1:19:08 (34)
男子の部 (17) 21:02 (40) 16:47 (58) 14:19 (40) 12:56 (24) 14:04 (44)

0:22:00 (52) 0:35:24 (33) 0:50:17 (37) 1:04:32 (31) 1:19:17 (35)
男子の部 (18) 22:00 (52) 13:24 (29) 14:53 (47) 14:15 (37) 14:45 (56)

0:21:33 (48) 0:38:00 (50) 0:52:03 (45) 1:04:45 (32) 1:19:31 (36)
混成の部 (18) 21:33 (48) 16:27 (53) 14:03 (34) 12:42 (21) 14:46 (57)

0:23:19 (58) 0:36:44 (41) 0:51:32 (43) 1:05:54 (40) 1:19:33 (37)
男子の部 (19) 23:19 (58) 13:25 (30) 14:48 (45) 14:22 (38) 13:39 (42)

0:21:57 (51) 0:36:03 (37) 0:50:34 (39) 1:07:45 (45) 1:20:13 (38)
男子の部 (20) 21:57 (51) 14:06 (33) 14:31 (41) 17:11 (61) 12:28 (27)

0:20:50 (39) 0:35:09 (31) 0:48:55 (30) 1:03:51 (29) 1:20:33 (39)
混成の部 (19) 20:50 (39) 14:19 (35) 13:46 (29) 14:56 (44) 16:42 (68)

0:22:11 (54) 0:38:01 (51) 0:52:41 (48) 1:05:28 (36) 1:20:36 (40)
混成の部 (20) 22:11 (54) 15:50 (50) 14:40 (43) 12:47 (22) 15:08 (60)

21 40
チームもぐらB

1:11:48

23 8
武庫川SC-B

1:13:11

22 78
Run-spotB

1:11:54

25 54
グリーン大宮かけっこク
ラブ 1:15:13

24 41
公社ランナーズ

1:15:03

27 32
やったんで～パート1

1:16:29

26 9
BA西ランナーズ

1:16:12

29 66
上垣ヤングコーンズ

1:16:59

28 44
武庫川SC-C

1:16:30

31 58
へなちょこマラソン部

1:18:12

30 62
ASB ふじい

1:17:02

33 70
チーム久しぶり（白ハー
ト） 1:19:02

32 47
さぶろー

1:18:16

35 3
ぼちぼちいこか”なんか
速そう” 1:19:17

34 13
酉年

1:19:08

37 25
Mランニングクラブ

1:19:33

36 51
ななろー

1:19:31

39 73
Charinchu

1:20:33

38 4
ぼちぼちいこか”ちょっと
速そう” 1:20:13

40 52
はちろー

1:20:36

佐藤 広和 松下 利枝子 中西 昇

宇野  康輝 大江 豊 浜 尚美 大橋 昭夫 柳 国博

塩田 英貴 山野 典子

田中 康郎 今中 克彦 官浪 伸次 長尾 崇史 二俣 仁

谷知 博光 長畑 薫 山形 裕彦 飛田 朋江 田守 洋介

福岡 秀夫 辻 啓至 岡田 淳

藤田 知也 久保田 啓 松下 恭之 三宅 浩 岡本 和博

吉田 泰久 山本 みどり

木村 友康 幸崎 正浩 寺河 直子 今井 波留美 今井 寿亮

糸氏 明子 小原 浩子 中条 香織 西中 真理 結城 紀代子

鈴木 浩司 新本 泰憲 奥 貴史

星野 将人 藤井 正哉 案浦 洋一 與市 雅俊 西村 さやか

上垣 雅弘 井上 千陽子

河口 哲崇 榎木 瞳 野村 泰子 寺尾 紗貴 久保山 一成

小寺 佐夜子 三田村 麻美 平石 吉彦 塚本 昭 坂井 太一

増田 知子 山崎 香梨 牛屋 明紗枝

牧山 勝嘉 萩原 豊 林 龍徳 乗松 央泰 山口 晃生

中川 栄誉 今田 麻紀子

福浦 雄輝 戸松 敬昌 佐藤 俊平 久一 清志 安住 文宏

本吉 和 高桑 雅子 森本 朋子 吉田 昌弘 岡田 一郎

川中 雄介 北野 佑樹 仲田 宏

正瑞 大人 井原 崇仁 赤坂 勇二 岩橋 康雄 浦谷 知慎

小松 雅之 中村 哲也

一山 祐介 小西 麻莉子 坪谷 勇太朗 吉田 紹子 片山 勇希

津久井 達 西本 剛 高谷 由美 中野 豊 倉橋 智美
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第4回 淀川スプリング駅伝
上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

【日時】2016年5月15日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）チーム名

0:21:03 (41) 0:41:51 (63) 0:57:08 (61) 1:08:46 (49) 1:20:45 (41)
混成の部 (21) 21:03 (41) 20:48 (75) 15:17 (51) 11:38 (14) 11:59 (18)

0:24:42 (66) 0:39:12 (56) 0:52:35 (47) 1:06:09 (42) 1:20:52 (42)
男子の部 (21) 24:42 (66) 14:30 (39) 13:23 (25) 13:34 (30) 14:43 (53)

0:21:52 (50) 0:39:24 (58) 0:53:31 (54) 1:09:03 (51) 1:20:52 (43)
混成の部 (22) 21:52 (50) 17:32 (60) 14:07 (35) 15:32 (49) 11:49 (15)

0:20:02 (34) 0:37:06 (43) 0:49:35 (33) 1:05:52 (39) 1:21:01 (44)
混成の部 (23) 20:02 (34) 17:04 (59) 12:29 (17) 16:17 (55) 15:09 (61)

0:21:18 (46) 0:38:00 (49) 0:54:10 (56) 1:08:36 (48) 1:21:50 (45)
混成の部 (24) 21:18 (46) 16:42 (57) 16:10 (60) 14:26 (40) 13:14 (37)

0:27:52 (74) 0:42:25 (66) 0:56:42 (60) 1:10:22 (55) 1:21:51 (46)
男子の部 (22) 27:52 (74) 14:33 (40) 14:17 (39) 13:40 (31) 11:29 (13)

0:19:14 (21) 0:37:17 (44) 0:50:39 (40) 1:08:25 (46) 1:22:35 (47)
混成の部 (25) 19:14 (21) 18:03 (65) 13:22 (24) 17:46 (67) 14:10 (46)

0:23:42 (60) 0:39:23 (57) 0:52:54 (49) 1:09:23 (52) 1:22:52 (48)
混成の部 (26) 23:42 (60) 15:41 (48) 13:31 (28) 16:29 (57) 13:29 (38)

0:24:33 (64) 0:37:36 (46) 0:51:49 (44) 1:08:35 (47) 1:22:58 (49)
男子の部 (23) 24:33 (64) 13:03 (26) 14:13 (37) 16:46 (60) 14:23 (49)

0:19:50 (31) 0:33:59 (28) 0:49:50 (35) 1:07:02 (43) 1:22:59 (50)
男子の部 (24) 19:50 (31) 14:09 (34) 15:51 (56) 17:12 (62) 15:57 (66)

0:19:12 (20) 0:39:42 (59) 0:53:01 (51) 1:08:52 (50) 1:23:24 (51)
混成の部 (27) 19:12 (20) 20:30 (73) 13:19 (23) 15:51 (51) 14:32 (51)

0:20:29 (35) 0:36:02 (36) 0:51:30 (42) 1:06:00 (41) 1:24:13 (52)
混成の部 (28) 20:29 (35) 15:33 (47) 15:28 (53) 14:30 (41) 18:13 (74)

0:20:02 (33) 0:40:26 (61) 0:55:54 (59) 1:12:09 (62) 1:24:18 (53)
混成の部 (29) 20:02 (33) 20:24 (72) 15:28 (53) 16:15 (54) 12:09 (22)

0:22:51 (56) 0:38:19 (52) 0:53:12 (53) 1:11:03 (59) 1:24:35 (54)
混成の部 (30) 22:51 (56) 15:28 (46) 14:53 (47) 17:51 (68) 13:32 (39)

0:21:12 (42) 0:39:05 (55) 0:53:50 (55) 1:09:43 (53) 1:25:34 (55)
男子の部 (25) 21:12 (42) 17:53 (62) 14:45 (44) 15:53 (52) 15:51 (64)

0:28:17 (76) 0:41:59 (64) 0:58:39 (65) 1:13:12 (64) 1:25:47 (56)
混成の部 (31) 28:17 (76) 13:42 (32) 16:40 (64) 14:33 (42) 12:35 (28)

0:19:18 (23) 0:37:19 (45) 0:53:04 (52) 1:11:32 (61) 1:25:56 (57)
混成の部 (32) 19:18 (23) 18:01 (64) 15:45 (55) 18:28 (72) 14:24 (50)

0:21:17 (45) 0:36:14 (38) 0:52:55 (50) 1:11:29 (60) 1:26:01 (58)
混成の部 (33) 21:17 (45) 14:57 (43) 16:41 (65) 18:34 (73) 14:32 (51)

0:19:02 (17) 0:35:36 (35) 0:54:18 (57) 1:10:43 (57) 1:26:36 (59)
混成の部 (34) 19:02 (17) 16:34 (55) 18:42 (75) 16:25 (56) 15:53 (65)

0:23:49 (62) 0:38:54 (54) 0:54:53 (58) 1:10:16 (54) 1:26:44 (60)
混成の部 (35) 23:49 (62) 15:05 (44) 15:59 (59) 15:23 (46) 16:28 (67)

1:24:35
成瀬 悠 神野 さおり 森川 えり 三輪 康子 松尾 圭

1:24:18
織林 翔 廣川 かおり 高木 建太郎 倉繁 英雄

1:24:13
ORC

41 48
しろー

1:20:45

43 50
ろくろー

1:20:52

42 18
Team新谷

1:20:52

45 79
Run-spotC

1:21:50

44 69
ヘトヘトランナーズ

1:21:01

47 63
ASB とりがた

1:22:35

46 26
シャドーマウンテン

1:21:51

5
ほんまにぼちぼちいこか

48 74
Hey!Say!ランナーズ

1:22:52

51 65
ASB陸上部

1:22:59

49 28
BO Run Run Club Team
A 1:22:58

50

1:23:24

55 27
おーばーさーてぃー？

1:25:34

53 49
ごろー

46
じろー

52 37

重松 春樹

56 55
ランナーズ13①

1:25:47

長田 直之 石田 崇

54

石川 浩代 平野 仁智 吉永 明生

山崎 翔太 薄 健二 伊藤 祥之 新谷 幸平 安西 研吾

倉橋 輝 高見 恵

前澤 雅紀 村尾 奈告子 杉村 祐美子 梅村 尚樹 植村 友佳子

久保田 康介 村上 麻依子 澤地 大悟 板東 和華子 鵜浦 一久

山下 信代 石崎 敦子 小林 孝子

本村 康太郎 高田 匡規 奥野 智也 景山 泰輔 山越 洋

小林 佑輔 小林 亜矢美

吉田 俊彦 鳥形 康輔 冨森 義晃 愛甲 由紀 高島 皓平

三浦 由宜 阿部 美沙都 小磯 智春 松田 梓 大内 知貴

鈴木 季之 押野 有紀 桜井 照夫

奥薗 聖也 金田 篤 山本 浩司 國枝 泰宏 井原 一仁

井上 長一中村 茂生

四元 孝史 田畑 寿樹 田畑 ヒサエ 井上 真悠子 西 光悦

山本 圭一 岡田 史奈 林 恭子 金沢 美咲 桐島 通子

奥野 貴史 萩尾 隼一 栗原 清恒

佐伯 裕也 森本 雅利 中屋敷 美和 杉本 結麻 吉崎 聖二

57 68
デブ尾夫妻

1:25:56
服部 真矢子 小林 那津子 穐山 脩平 増尾 友里 鷲尾 翔吾

58 35
チームDAPS_A

1:26:01
杉林 理雄 濱口 幸士 山下 裕美子 福山 杏奈 高尾 尚史

59 72
だんだん

1:26:36
西越 大介 中林 由佳 古市 有 橋口 成美 高藤 祥子

60 71
はしり隊

1:26:44
木村 恵子 河江 正和 木村 達也 妹尾 優 武内 謙太
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第4回 淀川スプリング駅伝
上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

【日時】2016年5月15日（日）
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

1区（5km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）チーム名

0:19:42 (29) 0:32:22 (21) 0:48:52 (29) 1:07:34 (44) 1:26:57 (61)
混成の部 (36) 19:42 (29) 12:40 (23) 16:30 (63) 18:42 (75) 19:23 (75)

0:19:49 (30) 0:40:34 (62) 0:58:30 (64) 1:15:56 (67) 1:27:15 (62)
混成の部 (37) 19:49 (30) 20:45 (74) 17:56 (72) 17:26 (65) 11:19 (11)

0:20:49 (38) 0:40:20 (60) 0:57:43 (63) 1:13:11 (63) 1:27:22 (63)
混成の部 (38) 20:49 (38) 19:31 (68) 17:23 (69) 15:28 (47) 14:11 (47)

0:26:25 (71) 0:42:08 (65) 0:58:51 (66) 1:11:02 (58) 1:28:17 (64)
混成の部 (39) 26:25 (71) 15:43 (49) 16:43 (66) 12:11 (17) 17:15 (71)

0:21:15 (43) 0:37:55 (48) 0:57:31 (62) 1:13:40 (65) 1:28:24 (65)
混成の部 (40) 21:15 (43) 16:40 (56) 19:36 (77) 16:09 (53) 14:44 (55)

0:24:41 (65) 0:44:20 (73) 1:02:01 (72) 1:16:06 (68) 1:30:56 (66)
混成の部 (41) 24:41 (65) 19:39 (70) 17:41 (71) 14:05 (36) 14:50 (58)

0:27:32 (73) 0:43:41 (68) 0:58:59 (67) 1:14:20 (66) 1:31:50 (67)
混成の部 (42) 27:32 (73) 16:09 (52) 15:18 (52) 15:21 (45) 17:30 (72)

0:24:52 (67) 0:43:46 (69) 0:59:57 (68) 1:18:35 (72) 1:32:56 (68)
混成の部 (43) 24:52 (67) 18:54 (66) 16:11 (61) 18:38 (74) 14:21 (48)

0:22:35 (55) 0:35:00 (30) 0:48:30 (28) 1:10:31 (56) 1:32:57 (69)
男子の部 (26) 22:35 (55) 12:25 (21) 13:30 (27) 22:01 (76) 22:26 (77)

0:26:20 (70) 0:44:17 (72) 1:00:12 (69) 1:16:55 (69) 1:33:42 (70)
男子の部 (27) 26:20 (70) 17:57 (63) 15:55 (57) 16:43 (59) 16:47 (69)

0:23:44 (61) 0:43:54 (70) 1:01:14 (71) 1:18:45 (74) 1:34:19 (71)
混成の部 (44) 23:44 (61) 20:10 (71) 17:20 (68) 17:31 (66) 15:34 (62)

0:23:16 (57) 0:44:06 (71) 1:02:04 (74) 1:18:39 (73) 1:34:23 (72)
混成の部 (45) 23:16 (57) 20:50 (76) 17:58 (73) 16:35 (58) 15:44 (63)

0:29:12 (77) 0:45:17 (74) 1:03:54 (76) 1:22:20 (76) 1:35:00 (73)
男子の部 (28) 29:12 (77) 16:05 (51) 18:37 (74) 18:26 (71) 12:40 (30)

0:26:29 (72) 0:43:01 (67) 1:00:13 (70) 1:18:04 (71) 1:35:48 (74)
混成の部 (46) 26:29 (72) 16:32 (54) 17:12 (67) 17:51 (68) 17:44 (73)

0:26:14 (69) 0:45:41 (76) 1:02:03 (73) 1:19:23 (75) 1:36:21 (75)
混成の部 (47) 26:14 (69) 19:27 (67) 16:22 (62) 17:20 (63) 16:58 (70)

0:24:07 (63) 0:45:23 (75) 1:04:13 (77) 1:17:36 (70) 1:38:18 (76)
混成の部 (48) 24:07 (63) 21:16 (77) 18:50 (76) 13:23 (29) 20:42 (76)

0:28:17 (75) 0:47:49 (77) 1:03:03 (75) 1:27:20 (77) 1:42:03 (77)
混成の部 (49) 28:17 (75) 19:32 (69) 15:14 (50) 24:17 (77) 14:43 (53)

61 38
ORC２

1:26:57
西村 英祥 山田 楓 中尾 比美子 松本 弘宣 若杉 実穂

62 33
やったんで～パート2

1:27:15
野木 飛鳥 野木 典子 小嶋 明美 中江 由紀 寺河 泰一

63 34
谷重スマイルランナーズ

1:27:22
重松 忠宏 成子 恵津 谷口 涼子 谷 武夫 重松 忠士

64 36
チームDAPS_B

1:28:17
杉本 浩美 福原 智美 原野 紗帆 松居 宏明 奥野 寛宣

65 75
ランナーズ13①

1:28:24
吉崎 聖ニ 鵜本 純 古谷 有希 松本 瑠依 佐藤 十三

66 60
ワッキー倶楽部

1:30:56
髙橋 慎太郎 浅川 優美 横山 三紗 伊藤 明久美 佐藤 学

67 80
BO Run Run Club Team
B 1:31:50

杉本 裕二 中山 伸一 大西 朋恵 小林 進 杉本 伸一

68 61
6F and P

1:32:56
田中 宏和 岡田 ひろみ 杉本 なおみ 荒深 遥菜 清瀬 亮

69 20
DJ2-2

1:32:57
佐野 俊二郎 丸山 仙竜 佐々木 啓成 原田 智也 増田 崇彦

70 2
健走会

1:33:42
三村 昭 福原 清晃 松村 哲男 山内 豊弘 長井 宇哉

71 64
ASB よめ

1:34:19
シュルツェ ヴィブケ星野 泰衣 四元 愛 吉田 明香 與市 幸恵

72 42
紀伊中 nostalgic friends

1:34:23
松原 洋明 今城 典子 伊藤 里恵 覚井 誠 田中 若葉

73 1
MTFマラソン部

1:35:00
岡山 耕二 藤野 武昭 山下 健司 川添 孝一 三宅 博

74 56
6F

1:35:48
希代 真人 吉本 貴美 宮崎 郁美 長澤 千尋 振角 裕子

75 59
たけやん！

1:36:21
竹野 友晴 久保田 德恵 星野 遥菜 片山 望 西山 香織

76 57
社長と愉快な仲間たち

1:38:18
佐竹 秀一 佐藤 恵美 宮本 真里 吉利 暢晃 曽根 弘貴

77 43
YURUYURU

1:42:03
松井 宏美 納戸 智恵子 久門 康太 岩田 善典 樋口 晋輔
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