
第7回淀川スプリング駅伝

総合成績

【日時】2019年5月12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

0:16:05 (1) 0:25:50 (1) 0:36:15 (1) 0:46:37 (1) 0:56:45 (1)

男子の部 (1) 16:05 (1) 9:45 (1) 10:25 (1) 10:22 (3) 10:08 (1)

0:16:54 (3) 0:27:10 (2) 0:37:54 (2) 0:48:05 (2) 0:58:36 (2)

男子の部 (2) 16:54 (3) 10:16 (2) 10:44 (2) 10:11 (2) 10:31 (2)

0:16:55 (4) 0:27:30 (3) 0:39:02 (3) 0:49:10 (3) 1:00:03 (3)

混成の部 (1) 16:55 (4) 10:35 (5) 11:32 (4) 10:08 (1) 10:53 (4)

0:18:14 (9) 0:29:12 (7) 0:41:43 (5) 0:52:31 (4) 1:03:20 (4)

混成の部 (2) 18:14 (9) 10:58 (6) 12:31 (12) 10:48 (4) 10:49 (3)

0:17:10 (5) 0:27:40 (4) 0:39:52 (4) 0:52:52 (5) 1:04:37 (5)

混成の部 (3) 17:10 (5) 10:30 (4) 12:12 (9) 13:00 (16) 11:45 (9)

0:17:17 (6) 0:29:08 (6) 0:41:49 (6) 0:53:58 (6) 1:05:52 (6)

混成の部 (4) 17:17 (6) 11:51 (9) 12:41 (13) 12:09 (10) 11:54 (10)

0:18:06 (8) 0:29:57 (9) 0:42:14 (8) 0:54:42 (7) 1:06:20 (7)

男子の部 (3) 18:06 (8) 11:51 (9) 12:17 (11) 12:28 (12) 11:38 (8)

0:18:14 (10) 0:30:32 (10) 0:42:47 (9) 0:56:30 (8) 1:07:59 (8)

混成の部 (5) 18:14 (10) 12:18 (14) 12:15 (10) 13:43 (20) 11:29 (6)

0:18:21 (11) 0:31:13 (11) 0:43:04 (10) 0:57:50 (11) 1:09:23 (9)

混成の部 (6) 18:21 (11) 12:52 (17) 11:51 (5) 14:46 (27) 11:33 (7)

0:19:50 (16) 0:33:00 (16) 0:45:09 (12) 0:57:07 (9) 1:10:14 (10)

混成の部 (7) 19:50 (16) 13:10 (20) 12:09 (8) 11:58 (8) 13:07 (16)

0:20:55 (22) 0:34:26 (23) 0:45:39 (14) 0:58:35 (12) 1:10:53 (11)

混成の部 (8) 20:55 (22) 13:31 (25) 11:13 (3) 12:56 (15) 12:18 (14)

0:20:44 (20) 0:34:15 (21) 0:48:12 (18) 1:00:15 (15) 1:12:11 (12)

混成の部 (9) 20:44 (20) 13:31 (25) 13:57 (22) 12:03 (9) 11:56 (11)

0:21:16 (24) 0:33:22 (19) 0:46:11 (15) 0:57:37 (10) 1:12:33 (13)

混成の部 (10) 21:16 (24) 12:06 (13) 12:49 (15) 11:26 (6) 14:56 (27)

0:21:01 (23) 0:32:33 (15) 0:51:48 (31) 1:03:36 (24) 1:14:44 (14)

混成の部 (11) 21:01 (23) 11:32 (8) 19:15 (45) 11:48 (7) 11:08 (5)

0:22:52 (33) 0:35:36 (25) 0:48:17 (19) 1:01:18 (18) 1:14:56 (15)

男子の部 (4) 22:52 (33) 12:44 (15) 12:41 (13) 13:01 (17) 13:38 (19)

0:23:06 (37) 0:36:51 (31) 0:48:50 (21) 1:01:20 (19) 1:15:25 (16)

混成の部 (12) 23:06 (37) 13:45 (29) 11:59 (6) 12:30 (14) 14:05 (22)

0:22:07 (30) 0:34:08 (20) 0:48:46 (20) 1:02:42 (21) 1:16:17 (17)

混成の部 (13) 22:07 (30) 12:01 (12) 14:38 (25) 13:56 (21) 13:35 (18)

0:17:56 (7) 0:28:12 (5) 0:42:07 (7) 1:00:24 (16) 1:16:36 (18)

混成の部 (14) 17:56 (7) 10:16 (2) 13:55 (20) 18:17 (45) 16:12 (33)

0:23:22 (38) 0:37:02 (35) 0:52:18 (34) 1:05:39 (26) 1:17:55 (19)

混成の部 (15) 23:22 (38) 13:40 (27) 15:16 (32) 13:21 (19) 12:16 (13)

0:22:54 (36) 0:35:38 (26) 0:50:42 (28) 1:01:44 (20) 1:18:03 (20)

混成の部 (16) 22:54 (36) 12:44 (15) 15:04 (29) 11:02 (5) 16:19 (34)

0:22:07 (29) 0:36:53 (33) 0:52:17 (33) 1:06:20 (28) 1:20:08 (21)

男子の部 (5) 22:07 (29) 14:46 (37) 15:24 (34) 14:03 (23) 13:48 (20)

0:19:49 (15) 0:31:15 (12) 0:44:17 (11) 1:00:07 (13) 1:20:12 (22)

混成の部 (17) 19:49 (15) 11:26 (7) 13:02 (16) 15:50 (32) 20:05 (44)

0:23:41 (40) 0:40:54 (42) 0:54:35 (37) 1:06:56 (32) 1:20:24 (23)

男子の部 (6) 23:41 (40) 17:13 (42) 13:41 (18) 12:21 (11) 13:28 (17)

0:23:48 (41) 0:38:06 (38) 0:51:58 (32) 1:08:26 (34) 1:20:24 (24)

男子の部 (7) 23:48 (41) 14:18 (34) 13:52 (19) 16:28 (36) 11:58 (12)

0:19:45 (14) 0:31:41 (13) 0:46:49 (16) 1:00:54 (17) 1:20:43 (25)

混成の部 (18) 19:45 (14) 11:56 (11) 15:08 (31) 14:05 (24) 19:49 (43)

0:23:27 (39) 0:37:51 (37) 0:51:28 (30) 1:07:09 (33) 1:21:09 (26)

男子の部 (8) 23:27 (39) 14:24 (36) 13:37 (17) 15:41 (31) 14:00 (21)

0:22:54 (35) 0:36:02 (29) 0:49:58 (25) 1:04:35 (25) 1:22:02 (27)

混成の部 (19) 22:54 (35) 13:08 (19) 13:56 (21) 14:37 (26) 17:27 (39)

チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

森近 正之 藤井 英之 下野 秀朗

2 3
鴨川なかよしランナーズ

0:58:36

法貴 駿介 紺野 佑介 藤岡 弘樹

1 12 0:56:45
Freemax A

宮垣 浩平 三裏 直樹

加藤 遼 飯尾 卓哉

3 20
火曜日練習会の火曜レンジャー

1:00:03

中村 敦 小野 浩史 中島 知美 松木 康彦 小森 健太

4 21
火曜日練習かい？練習だよ！

1:03:20

大西 隆司 京野 能明 今田 麻紀子 中島 淳 岡本 隆志

河村 直也 平田 絢子 菱 一徳

6 50
ランスポットB

1:05:52

松本 健司 対馬 裕恵 柳 国博

5 46
Freemax B

1:04:37

井田 昌孝 室井 翔太

西羅 憲作 小林 寛幸

7 4
東住吉高校陸上部49～50期

1:06:20

林 健太郎 西尾 直樹 中村聡史 楠本 直也 坂原 隆司

8 35
武庫川sc A

1:07:59

吉田 達男 大西 哲平 大西 天太 中条 香織 亀井 悠太

宇野 康輝 千原 明美 田口 秀

10 48
colors（カラーズ）

1:10:14

戸田 翔 木谷 友子 柚木 雅人

9 49
ランスポットA

1:09:23

森 武志 井上 師宏

水谷 美紀子 上地 正人

11 36
武庫川sc B

1:10:53

乾 晴行 谷本 時夫 西中 真理 衣川 加納 竹原 和男

12 17
チームさかなっし

1:12:11

富田 裕之 三宅 敦 松井 綾生 藤城 大輔 寺田 修平

昼馬 靖史 田守 洋介 飛田 朋江

14 15
気分走快

1:14:44

四方 巽 若山 知義 三島 カレン

13 18
公社ランナーズ

1:12:33

谷知 博光 山形 裕彦

藤井 大夢 田中 大賀

15 13
高津高校OB

1:14:56

上野 登希生 高村 一輝 伊藤 匠 花田 慎太郎 石井 正樹

16 25
鴨川爆走ランナーズ

1:15:25

足立 好優 上野 瑞紀 福岡 七海 三浦 るか 荒井 桃果

佐々木 由佳 佐藤 悠 登木 耕陽

18 16
やったんで～

1:16:36

寺河 慎太郎 幸崎 正浩 中江 由紀

17 22
チームシュガー

1:16:17

岡野 憲司 日詰 達哉

今井 波留美 幸崎 一聖

19 37
武庫川sc C

1:17:55

射場 理 田中 秀紀 官浪 伸次 松田 ゆかり 飯塚 亮

20 23
チームフラワー

1:18:03

和田 桂一 上杉 尚輝 今西 佑三子 吉井 拓海 花谷 燿平

田坂 修平 深田 貴裕 阿比留 友輔

22 47
Freemax C

1:20:12

西山 秀人 宮部 敦 村山 知子

21 2
アイカツフレンズ！

1:20:08

皆木 良介 渡辺 真人

岩本 綾子 宮垣 みなみ

23 8
てくのん　チームS

1:20:24

大村 友二 松田 卓也 翁 侑史 川崎 達也 児玉 真一

24 9
はよ走らん会

1:20:24

吉崎 和也 松本 峻輔 藤川 康介 貫間 則行 景山 泰輔

森本 朋子 塚本 昭 南 絵里子

26 11
Bando track and field

1:21:09

土井 直弥 釣井 幸次郎 下畝 博行

25 42
ナナロー

1:20:43

倉田 要 山本 順哉

松本 遥 高木 智彦

27 45
ジュウロー

1:22:02

倉橋 輝 重松 春樹 松尾 圭 福井 彩恵 桑田 美菜子
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第7回淀川スプリング駅伝

総合成績

【日時】2019年5月12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

0:16:47 (2) 0:29:51 (8) 0:45:23 (13) 1:03:29 (23) 1:22:35 (28)

混成の部 (20) 16:47 (2) 13:04 (18) 15:32 (36) 18:06 (44) 19:06 (42)

0:20:30 (18) 0:36:52 (32) 0:48:54 (22) 1:06:40 (30) 1:23:00 (29)

混成の部 (21) 20:30 (18) 16:22 (41) 12:02 (7) 17:46 (43) 16:20 (35)

0:21:41 (26) 0:35:38 (27) 0:50:03 (26) 1:05:57 (27) 1:23:05 (30)

混成の部 (22) 21:41 (26) 13:57 (33) 14:25 (24) 15:54 (33) 17:08 (38)

0:22:17 (31) 0:36:35 (30) 0:53:20 (36) 1:08:27 (35) 1:23:31 (31)

男子の部 (9) 22:17 (31) 14:18 (34) 16:45 (38) 15:07 (29) 15:04 (28)

0:19:06 (12) 0:32:27 (14) 0:49:42 (24) 1:06:29 (29) 1:23:32 (32)

混成の部 (23) 19:06 (12) 13:21 (22) 17:15 (42) 16:47 (40) 17:03 (37)

0:19:21 (13) 0:33:06 (17) 0:47:44 (17) 1:00:13 (14) 1:23:40 (33)

混成の部 (24) 19:21 (13) 13:45 (29) 14:38 (25) 12:29 (13) 23:27 (45)

0:21:34 (25) 0:35:24 (24) 0:54:40 (38) 1:09:31 (38) 1:23:42 (34)

男子の部 (10) 21:34 (25) 13:50 (32) 19:16 (46) 14:51 (28) 14:11 (23)

0:25:42 (42) 0:39:25 (40) 0:56:28 (43) 1:09:36 (39) 1:23:51 (35)

混成の部 (25) 25:42 (42) 13:43 (28) 17:03 (40) 13:08 (18) 14:15 (24)

0:22:31 (32) 0:35:59 (28) 0:51:17 (29) 1:08:44 (36) 1:24:29 (36)

混成の部 (26) 22:31 (32) 13:28 (24) 15:18 (33) 17:27 (41) 15:45 (32)

0:19:52 (17) 0:33:15 (18) 0:50:18 (27) 1:06:50 (31) 1:25:17 (37)

混成の部 (27) 19:52 (17) 13:23 (23) 17:03 (40) 16:32 (38) 18:27 (41)

0:22:01 (27) 0:37:07 (36) 0:52:31 (35) 1:10:02 (40) 1:25:24 (38)

混成の部 (28) 22:01 (27) 15:06 (39) 15:24 (34) 17:31 (42) 15:22 (30)

0:26:14 (43) 0:42:23 (44) 0:56:22 (42) 1:13:00 (43) 1:25:51 (39)

男子の部 (11) 26:14 (43) 16:09 (40) 13:59 (23) 16:38 (39) 12:51 (15)

0:20:36 (19) 0:34:22 (22) 0:49:00 (23) 1:03:00 (22) 1:26:32 (40)

男子の部 (12) 20:36 (19) 13:46 (31) 14:38 (25) 14:00 (22) 23:32 (46)

0:20:54 (21) 0:39:21 (39) 0:56:20 (41) 1:12:41 (42) 1:26:57 (41)

混成の部 (29) 20:54 (21) 18:27 (45) 16:59 (39) 16:21 (35) 14:16 (26)

0:22:54 (34) 0:40:31 (41) 0:55:17 (40) 1:11:47 (41) 1:27:22 (42)

混成の部 (30) 22:54 (34) 17:37 (44) 14:46 (28) 16:30 (37) 15:35 (31)

0:22:05 (28) 0:36:56 (34) 0:54:51 (39) 1:09:23 (37) 1:27:44 (43)

混成の部 (31) 22:05 (28) 14:51 (38) 17:55 (43) 14:32 (25) 18:21 (40)

0:28:15 (46) 0:41:31 (43) 0:56:37 (44) 1:15:01 (44) 1:30:14 (44)

混成の部 (32) 28:15 (46) 13:16 (21) 15:06 (30) 18:24 (46) 15:13 (29)

0:26:44 (44) 0:45:54 (46) 1:01:34 (45) 1:17:08 (45) 1:31:23 (45)

混成の部 (33) 26:44 (44) 19:10 (46) 15:40 (37) 15:34 (30) 14:15 (24)

0:27:58 (45) 0:45:15 (45) 1:03:37 (46) 1:19:50 (46) 1:36:49 (46)

男子の部 (13) 27:58 (45) 17:17 (43) 18:22 (44) 16:13 (34) 16:59 (36)

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

混成の部

28 38
サブロー

1:22:35

作田 大翔 須田 晃正 安住 渉 高谷 由美 名倉 アヤ

坂井 太一 清水 薫 岩崎 博也

30 43
ハチロー

1:23:05

前澤 雅紀 新開 泰廣 前澤 悠人

29 44
キュウロー

1:23:00

清田 功希 加納 碧

西本 剛 桑原 宏和

31 10
令和夢洲IR

1:23:31

配島 陽介 重野 貴史 金堀 雄作 小山 陽平 長田 直之

32 40
ゴロー

1:23:32

河野 祐介 大谷 義夫 杉原 よしの 川口 綾乃 源 章秀

清家 万智 吉岡 健太郎 清家 美由紀

34 1
そらそうよ

1:23:42

木嶋 宏行 家木 隆男 安田 徳郎

33 39
シロー

1:23:40

升田 圭介 大本 秀樹

島尾 崇 亀村 武志

35 24
お茶会ランナーズ

1:23:51

西村 愛子 西村 健太郎 山口 侑士 稲井 良亮 茶谷 直希

36 41
ロクロー

1:24:29

鶴本 清隆 重松 美奈子 平石 吉彦 内田 架寿里 森口 美奈

古久保 理恵 岩本 芳彰 森本 佳志

38 29
DAPS　Bチーム

1:25:24

佐井 雄太 川浪 雄一郎 杉本  浩美

37 26
池高37期駅伝部 A

1:25:17

山村 敏之 森本 徹

福山 杏奈 濱口 幸士

39 5
走り隊2019

1:25:51

木村 達也 河江 正和 妹尾 優 武内 謙太 寺地 伸行

40 7
チームP

1:26:32

下平 利和 尾崎 真琴 河野 忠浩 浅香 爽馬 水野 広之

渡邊 美穂子 原野 紗帆 野津 祐太

42 52
SAGO Run Run Club Team A

1:27:22

小林 進 本村 尚子 長澤 祥司

41 28
DAPS　Aチーム

1:26:57

杉林 理雄 山下 裕美子

東 志保 牛島 智之

43 27
池高37期駅伝部B

1:27:44

尾路 勲 本田 実 森本 麻紀子 明石 廣司 橋本 学

44 53
SAGO Run Run Club Team B

1:30:14

山本 弘樹 井上 長一 中村 茂夫 大西 朋恵 杉本 裕二

伊沢 昇 中村 崇 増田 純

46 6
健走会A

1:36:49

三村 昭 久森 雅彦 五島 晴美

45 19
てくのん  チームM

1:31:23

塩塚 伸明 橋本 理香

松村 哲男 長井 宇哉

DNS 30
NT　Aチーム

藤田 裕之 加藤 由美 岩本 修 山本 泰子 福島 淳

DNS 31
NT　Bチーム

河口 哲 東 香織 山本 紗季 松村 浩 木村 厚也

松田 豊 坂元 明美 谷本 一郎

DNS 33
NT　Dチーム

前田 卓也 福西 久子 中村 淳

DNS 32
NT　Cチーム

赤嶺 和範 野木 仁美

大谷 忠 中西 清和

DNS 34
NT　Eチーム

中井 隆 竹下 仁 白井 昇平 谷本 恵子 山形 卓也

DNS 51
ランスポットC

井上 師宏 対馬 洋輔 大橋 昭夫 浜 尚美 中尾 昌友
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