
第6回淀川スプリング駅伝

総合成績

【日時】2018年5月13日
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

上段：通算記録(順位)
下段：区間記録(順位)

順位 総合記録

男子の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

混成の部

男子の部

男子の部

男子の部

男子の部

男子の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

男子の部

男子の部

混成の部

男子の部

混成の部

混成の部

男子の部

混成の部

男子の部

混成の部

男子の部

チーム名 1区 2区 3区 4区 5区
竹田 明弘 市ヶ谷 有咲 桑田 涼平

かもがわ仲良しランナーズ
法貴 駿介 飯尾 卓哉 藤岡 弘樹

おねがいマイメロディ
赤澤 和樹 高橋 寛幸

若山 知義 四方 巽

いちろー
草野 亮太 作田 大翔 宇野 篤史 梶原 千裕  夏樹

じろー
升田 圭介 西田 卓也 河野 裕介 植村 友佳子 白井 実

 千恵 足立 康実 清原 満

チーム武庫川  Ｖ
福本 悠葵 新井 昌弘 河内 祐樹

ちょこ軍団
野村 高弘 野本 智司

舩坂 新 中村 章一

ランスポットB
西羅 憲作 田口 秀 柳 国博 山下 信代 今里 清作

KSLRチームA
前田 一至 伊藤 克則 羽出山 仁 田中 一夫 長谷川 直寿

酒井 康裕 西坂 修司 打田 和久

高津陸上部OB
石井 正樹 伊藤 匠 花田 慎太郎

ふんばるまんず
西坂 宅雄 廣 直樹

高村 一輝 上野 登希生

チームさかなっしA
長谷川 栄作 西岡 真人 寺田 修平 藤城 大輔 坂梨 雄一

クボタ本社陸上部
小林 義史 寺岡 正善 竹野 勇也 松永 航太 田中 康裕

齋藤 澄夫 楠田 武司 岡田 泰地

ランスポットA
森 武志 対馬 裕恵 場工 美由紀

大道AC
山下 正善 大道 武史

宇野 康輝 大江 豊

北摂呑んだくれ部
橋本 満 岸本 朋弘 北村 美佳 谷口 亜紀 酒井 慎司

奈良市民走ろう会
三木 楓美子 服部 紗千 高野 賢一 神先 浄 河野 丈生

亀井 悠太 竹原 和男 市居 邦淳

グンゼ&ホリデイA
塚原 亘 大迫 明 苑本 進

武庫川SCくすのきA
大西 哲平 飯塚 亮

木村　保 松本 英晴

阿波座・泡ーズ
西村 弘海 三宅 正太郎 山本 修 老松 湧真 安河内 健作

小西 貴之 小西 晃子 村松 申哉 神田 千春 本田 和彦

織田 悠希 橘 大希 関 孝一

第九ランナーズ（ベートーヴェンチーム）
新田 智彦 箱谷 靖彦 田中 真由美

大陽日酸G＆W Bチーム
新居 知勝 中村 竜太朗

建部 洋 河嶋 潤一郎

第九ランナーズ（オーストリアチーム）
村杉 研一郎 河村 美子 増田 裕子 向 英樹 藤原 崇

倉敷化工走る男達
諏訪 健治 木原 真一 吉澤 真 佐伯 浩司 操田 雅之

長澤 麻遊 池下 千彬 荒井 桃果

そらそうよ
阿比留 友輔 皆木 良介 田井中 博文

きょうふいと愉快なあらいたち
福岡 七海 嶋川 沙野子

田坂 修平 木嶋 宏行

公社ランナーズ
田守 洋介 豊嶋 洋子 山形 裕彦 昼馬 靖史 中井 勇志

流通を最適ソリューション
菊地 亮介 岡本 貴大 谷田 真樹 阿萬 敬祐 山下 賢一郎



第6回淀川スプリング駅伝

総合成績

【日時】2018年5月13日
【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

上段：通算記録(順位)
下段：区間記録(順位)

順位 総合記録チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

男子の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

男子の部

混成の部

混成の部

混成の部

大永 由香 河野 忠浩 浅香 颯馬

チーム武庫川  Ｗ
相嶋 良 辻 美知子 山田 健児

Yuka乱れ喰い
下平 利和 尾崎 真琴

井上 真実 中村 祐司

真面目部☆ゆーみんとしもべたち
小林 孝男 吉村 司 藤村 英樹 矢野 貴士 楠 裕美子

オベリスクの巨神兵
松本 紘幸 宮下 究 稲葉 琢人 酒井 秀樹 上野 允考

小島 陽子 服部 奈緒子 清水 聡

KSLRチームＣ
本橋 美岐 鳥居 久美 吉澤 潤子

グンゼ&ホリデイB
塚原 直美 村山 知子

赤澤 弥生 西山 高弘

チーム武庫川  Ｚ
角田 浩一郎 河越 真奈美 橋本 賢 隈崎 澄子 武田 明久

以下panKと呼ばさせていただきます。
登木 耕陽 花谷 燿平 岡野 憲司 今西 佑三子 岩谷 朋花

西本 大樹 岸本 智弘 富岡 浩紀

26年度に採用された漢たち
中村 和樹 中川 祥二 黒木 悠平

フレッシャーズ with K
銭村 昂大 神谷 隆

山口 真輝 西岡 拓也

小林進 井上長一 中村 茂夫 大西 朋恵 杉本裕二

KSLRチームＢ
西村 雄太 橋詰 功 宮地 早祐里 栗原 康介 羽山 覚

大本 秀樹 北浦 美樹 平石 吉彦

死にたくなるよと夜泣くタニシ
上野 瑞紀 足立 好優 川口 睦月

はちろー
清田 功希 蒔田 さおり

荒木 万輪 辻田 彩

チームさかなっしB
三宅 敦 松井 綾生 秀崎 崎 春高 慎二 宇佐美 智史

へなちょこマラソン部
久保山 一成 田中 直美 西星 文雄 河口 哲崇 岩本 麻里

三宅 有 井上 芳郎 柴崎 秀樹

荘林 豪 加藤 雄大 長澤 祥司

大阪西北ＲＣ１
片山 潤 高士 誠司

東　志保 小西 良和

大陽日酸G＆W Aチーム
堀 将之 白川 結樹也 池上 陸人 梶 恵太 和田 知之

ななろー
岩城 正明 築地 みさ 岩崎 博也 常國 多香恵 新開 泰廣

松川 千春 藤島 利明 菅野 智博

TeamQ Bチーム
井筒 篤史 井筒 万貴 中山 美奈

成田 和史 衞藤 雅矢

山本 裕一 桂山 和輝

酒RUN（ShuRUN）
居垣 充博 山本 恵美 大信 和子 岡田 恵 石川 良徳

さぶろー
倉橋 輝 倉橋 智美 平石 早苗 生田 一恵 古賀 真也

辰己 裕基 武田 宗平 塩士 泰啓

ろくろー
重松 美奈子 鉾之原 一徳 須田 晃正

ほっともっと
内藤 啓一郎 濱野 圭祐

山本 麻理 松尾 圭

池高37期駅伝部A
山村 敏之 西山 千加子 本田 実 野村 美恵 森本 徹

しろー
前澤 雅紀 前澤 悠人 高橋 美帆 森本 朋子 吉田 昌弘



第6回淀川スプリング駅伝

総合成績

【日時】2018年5月13日

【場所】淀川河川敷公園 西中島地区 特設コース

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 2区 3区 4区 5区

0:20:30 (31) 0:38:46 (62) 0:51:21 (40) 1:08:30 (50) 1:24:06 (57)

混成の部 (34) 20:30 (31) 18:16 (74) 12:35 (18) 17:09 (75) 15:36 (62)

0:23:46 (69) 0:38:27 (54) 0:51:57 (43) 1:05:25 (37) 1:24:17 (58)

男子の部 (24) 23:46 (69) 14:41 (37) 13:30 (30) 13:28 (29) 18:52 (82)

0:21:40 (47) 0:40:05 (72) 0:56:45 (70) 1:09:24 (59) 1:24:23 (59)

混成の部 (35) 21:40 (47) 18:25 (77) 16:40 (64) 12:39 (19) 14:59 (55)

0:20:46 (36) 0:37:20 (43) 0:56:50 (71) 1:11:06 (64) 1:24:47 (60)

混成の部 (36) 20:46 (36) 16:34 (62) 19:30 (80) 14:16 (44) 13:41 (31)

0:22:40 (57) 0:41:03 (75) 0:54:47 (61) 1:08:54 (53) 1:25:14 (61)

男子の部 (25) 22:40 (57) 18:23 (76) 13:44 (33) 14:07 (41) 16:20 (69)

0:23:33 (64) 0:35:41 (32) 0:54:10 (57) 1:09:12 (57) 1:25:18 (62)

混成の部 (37) 23:33 (64) 12:08 (14) 18:29 (77) 15:02 (50) 16:06 (67)

0:18:38 (14) 0:37:51 (51) 0:50:45 (36) 1:09:13 (58) 1:25:26 (63)

混成の部 (38) 18:38 (14) 19:13 (82) 12:54 (21) 18:28 (79) 16:13 (68)

0:22:08 (51) 0:40:55 (73) 0:56:24 (68) 1:11:42 (67) 1:25:52 (64)

混成の部 (39) 22:08 (51) 18:47 (80) 15:29 (58) 15:18 (53) 14:10 (44)

0:22:07 (50) 0:39:03 (68) 0:53:48 (54) 1:12:13 (69) 1:26:00 (65)

男子の部 (26) 22:07 (50) 16:56 (65) 14:45 (49) 18:25 (78) 13:47 (35)

0:20:25 (29) 0:37:42 (49) 0:56:01 (67) 1:12:21 (70) 1:26:40 (66)

混成の部 (40) 20:25 (29) 17:17 (71) 18:19 (76) 16:20 (61) 14:19 (46)

0:27:08 (82) 0:42:55 (78) 0:57:24 (72) 1:13:44 (72) 1:26:52 (67)

男子の部 (27) 27:08 (82) 15:47 (53) 14:29 (46) 16:20 (61) 13:08 (26)

0:24:46 (76) 0:38:56 (65) 0:56:33 (69) 1:12:25 (71) 1:27:04 (68)

混成の部 (41) 24:46 (76) 14:10 (32) 17:37 (69) 15:52 (57) 14:39 (53)

0:21:18 (41) 0:37:37 (47) 0:52:54 (49) 1:10:33 (63) 1:28:00 (69)

混成の部 (42) 21:18 (41) 16:19 (60) 15:17 (56) 17:39 (77) 17:27 (79)

0:23:13 (61) 0:39:13 (69) 0:54:29 (60) 1:11:36 (66) 1:28:06 (70)

混成の部 (43) 23:13 (61) 16:00 (57) 15:16 (55) 17:07 (74) 16:30 (72)

0:23:34 (65) 0:37:14 (41) 0:52:17 (44) 1:09:12 (56) 1:28:10 (71)

混成の部 (44) 23:34 (65) 13:40 (27) 15:03 (52) 16:55 (70) 18:58 (83)

0:20:42 (35) 0:37:49 (50) 0:55:13 (65) 1:11:49 (68) 1:28:58 (72)

男子の部 (28) 20:42 (35) 17:07 (68) 17:24 (68) 16:36 (64) 17:09 (78)

0:23:49 (70) 0:43:55 (81) 1:00:48 (79) 1:15:21 (75) 1:31:18 (73)

混成の部 (45) 23:49 (70) 20:06 (84) 16:53 (66) 14:33 (46) 15:57 (65)

0:26:29 (78) 0:41:02 (74) 1:00:44 (78) 1:14:34 (73) 1:31:19 (74)

男子の部 (29) 26:29 (78) 14:33 (36) 19:42 (81) 13:50 (34) 16:45 (76)

0:21:39 (45) 0:38:53 (64) 0:58:08 (75) 1:14:53 (74) 1:31:23 (75)

男子の部 (30) 21:39 (45) 17:14 (70) 19:15 (79) 16:45 (67) 16:30 (72)

0:23:53 (71) 0:39:39 (71) 0:57:31 (73) 1:16:36 (77) 1:32:06 (76)

混成の部 (46) 23:53 (71) 15:46 (52) 17:52 (74) 19:05 (81) 15:30 (60)

0:23:16 (63) 0:37:30 (45) 0:57:36 (74) 1:17:05 (78) 1:32:23 (77)

混成の部 (47) 23:16 (63) 14:14 (33) 20:06 (83) 19:29 (82) 15:18 (58)

0:26:52 (81) 0:43:54 (80) 0:59:35 (76) 1:16:31 (76) 1:33:10 (78)

混成の部 (48) 26:52 (81) 17:02 (67) 15:41 (60) 16:56 (71) 16:39 (75)

0:26:43 (79) 0:45:22 (83) 1:01:57 (81) 1:17:29 (79) 1:33:53 (79)

男子の部 (31) 26:43 (79) 18:39 (79) 16:35 (63) 15:32 (55) 16:24 (70)

0:26:45 (80) 0:42:14 (77) 1:00:23 (77) 1:17:51 (80) 1:34:29 (80)

混成の部 (49) 26:45 (80) 15:29 (49) 18:09 (75) 17:28 (76) 16:38 (74)

0:27:21 (83) 0:44:44 (82) 1:04:43 (82) 1:23:14 (83) 1:37:47 (81)

混成の部 (50) 27:21 (83) 17:23 (72) 19:59 (82) 18:31 (80) 14:33 (51)

0:27:23 (84) 0:46:00 (84) 1:05:09 (83) 1:22:08 (82) 1:37:52 (82)

男子の部 (32) 27:23 (84) 18:37 (78) 19:09 (78) 16:59 (72) 15:44 (64)

0:24:38 (75) 0:43:51 (79) 1:01:36 (80) 1:21:05 (81) 1:38:08 (83)

混成の部 (51) 24:38 (75) 19:13 (82) 17:45 (73) 19:29 (82) 17:03 (77)

谷口 靖美 原野 紗帆 清水 修吉

58 24
チーム O.D

1:24:17

松本 峻輔 小山 陽平 本村 康太郎

57 43
DAPS Aチーム

1:24:06

杉林 理雄 山下 裕美子

貫間 則行 奥野 智也

59 64
きゅーろー

1:24:23

西尾 圭介 南 絵里子 楠 友実 山本 順哉 加行 敏克

60 66
じゅうにろー

1:24:47

倉繁 英雄 大峠 智子 西尾 梨佐 小寺 佐代子 西本 剛

高田 光男 斉藤 稔 木村 朋信

62 78
TeamQ Aチーム

1:25:18

花尻 聡 藪西 啓亘 古川 紗野香

61 13
Hikari 6.5

1:25:14

藤田 昌明 綱澤 啓

柴 研治郎 小林 大樹

63 75
長堀ランナーズ２

1:25:26

吉川 拓志 中山 則子 髙田 航志 榎本 梨加 木下 博之

64 83
小林学院大学

1:25:52

浜崎 和也 久保田 ひとみ 相田 雄基 羽田 結花 小林 良太郎

土屋 拓磨 甲 英哲 景山 泰輔

66 41
やったんで～

1:26:40

野木 飛鳥 野木 典子 幸崎 正浩

65 26
チーム ダークホース

1:26:00

四谷 彰吾 藤沼 史泰

中江 由紀 今井 波留美

67 25
チーム キムD

1:26:52

桒原 涼汰 清田 航平 重野 貴史 金堀 雄作 長田 直之

68 86
ＴＡＮＡＣＣＨＡ

1:27:04

芳里 正悟 西 雄大 野原 晴美 西嶋 美子 田中 誠二

岡田 憲治 森本 麻紀子 橋本 学

70 76
長堀ランナーズ１

1:28:06

末廣 美希 内納 優一 生川 将規

69 47
池高37期駅伝部B

1:28:00

尾路 勲 嶋田 敦子

友澤 広美 中村 雄一

71 65
じゅういちろー

1:28:10

大谷 義夫 中谷 泰章 吉川 大祐 高谷 由美 源 章秀

72 7
大陽日酸Ｇ＆Ｗ－３

1:28:58

吉田 亮 山下 剛司 白石 晃太郎 中島 達哉 黒瀬 友佑

藤原 明嗣 高野 順平 岡田 一郎

74 6
大陽日酸G&WーＣ

1:31:19

清水 孝広 田島 融資 乾 稜

73 49
じゅうろー

1:31:18

中野 豊 名倉 アヤ

野田 康二郎 福山 博久

75 2
健走会Ａチーム

1:31:23

古澤 匡 久森 雅彦 福原 清晃 長井 宇哉 三村 昭

76 60
ごろー

1:32:06

重松 春樹 内田 架寿里 加島 隆 鈴木 絢子 塚本 昭

末野 玲子 小嶋 敦 西山 芳樹

78 71
まいど5

1:33:10

綾織 竜太 久米 起代江 大田 彩音

77 52
大阪西北ＲＣ２

1:32:23

岩元 孝樹 西ノ内 猛宏

前田 博行 山崎 展代

79 20
OK会

1:33:53

長野 正和 広瀬 翔太 西梶 泰史 瀬川 訓啓 大林 喜代信

80 44
DAPS Bチーム

1:34:29

川浪 雄一郎 杉本 浩美 奥野 寛宣 福山 杏奈 濱口 幸士

佐藤 絢美 増尾 美紗 小橋川 遙

82 1
健走会Bチーム

1:37:52

松村 哲男 三宅 正洋 五島 晴美

81 87
ふじたか32

1:37:47

新地 佳輔 尾野 雅則

鴨谷 多重子

山内 豊弘 東井 豊

83 45
チームビジョビジョ

1:38:08

高嶋 哲也 大和 恵子 金光 裕美 加藤 朋子


