
２０１８年１２⽉１６⽇（⽇）

第２回蜻蛉池公園ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 太⽥ 惇平 ⼤阪府 １︓２０︓２５

第２位 ⽚⼭ 清範 和歌⼭県 １︓２１︓３２

第３位 ⽥中 啓和 和歌⼭県 １︓２３︓１９

第４位 ⾨脇 光浩 ⿃取県 １︓２８︓０１

第５位 ⼩畑 喜隆 ⼤阪府 １︓３０︓０６

第６位 豊海 奉寿 ⼤阪府 １︓３０︓１３

第７位 丹⽣ 築 ⼤阪府 １︓３３︓０９

第８位 前多 匠 北海道 １︓３４︓４０

第９位 松下 隆 ⼤阪府 １︓３４︓４４

第１０位 内本光⼀ ⼤阪府 １︓３５︓２５



２０１８年１２⽉１６⽇（⽇）

第２回蜻蛉池公園ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 東⽥ 薫 ⼤阪府 ３３︓４２

第２位 久保 直樹 ⼤阪府 ３３︓５３

第３位 坂⽥ 浩太朗 ⼤阪府 ３６︓３９

第４位 松浦 祐樹 ⼤阪府 ３９︓４３

第５位 ブラウン スコット ⼤阪府 ４０︓０１

第６位 ⾒城 ⾹織 ⼤阪府 ４３︓１９

第７位 森下 勇輝 ⼤阪府 ４５︓２５

第８位 中尾 義理 奈良県 ４６︓３０

第９位 丸野 瑞貴 ⼤阪府 ４６︓５４

第１０位 藤井 良太 ⼤阪府 ４７︓２５



２０１８年１２⽉１６⽇（⽇）

第２回蜻蛉池公園ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 橋本 欣哉 ⼤阪府 １６︓５５

第２位 松本 泰幸 兵庫県 １８︓０３

第３位 岡村 要 ⼤阪府 １８︓１２

第４位 新川 雅之 徳島県 １９︓５３

第５位 岩城 ⼤⼠ ⼤阪府 ２０︓２７

第６位 ⻄坂 修司 ⼤阪府 ２１︓１９

第７位 原井 崇志 奈良県 ２２︓２９

第８位 ⾕川 新菜 ⼤阪府 ２２︓３０

第９位 ⽚⼭ 郁⼦ 和歌⼭県 ２３︓０９

第１０位 松⽣ 仕恵 ⼤阪府 ２４︓３７



２０１８年１２⽉１６⽇（⽇）

第２回蜻蛉池公園ふれあいマラソン（親⼦ラン２ｋｍの部総

合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽚⼭清範/⽚⼭景太 和歌⼭県 ８︓４４

第２位 佐川弘/佐川智崇 ⼤阪府 ８︓５１

第３位 浦川正⼈/浦川梨愛 ⼤阪府 ９︓０７

第４位 森下秀昭/森下裕⼤ ⼤阪府 ９︓１２

第５位 ⼭野仁嗣/⼭野ゆず ⼤阪府 ９︓２０

第６位 中⻄⼤輔/中⻄宏輔 ⼤阪府 ９︓２３

第７位 ⽥邊圭/⽥邊颯 ⼤阪府 ９︓３７

第８位 澤⽥貴宏/澤⽥凌之介 京都府 １０︓１９

第９位 ⻘⽊幸介/⻘⽊渓⼀郎 ⼤阪府 １０︓２３

第１０位 北中純也/北中莉瑚 奈良県 １０︓４３



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（ハーフ男⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼤町 泰貴 京都府 １︓１５︓３７

第２位 岡⽥ 俊哉 兵庫県 １︓１６︓４８

第３位 末宗 ⻯太郎 ⼤阪府 １︓１７︓０２

第４位 ⾞⽥ 毅⽂ ⼤阪府 １︓２０︓２０

第５位 森下 政幸 ⼤阪府 １︓２３︓４６

第６位 関⼝ 真弘 ⼤阪府 １︓２５︓４５

第７位 若松 連峰 ⼤阪府 １︓２６︓３０

第８位 城内 直 ⼤阪府 １︓２６︓３８

第９位 藤堂 恵介 ⼤阪府 １︓２７︓０２

第１０位 中川 賢相 奈良県 １︓２７︓４７



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（ハーフ⼥⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 武友 ⿇⾐ ⼤阪府 １︓２６︓４７

第２位 ⾨川 裕⼦ ⼤阪府 １︓４０︓０１

第３位 岡本 華奈 ⼤阪府 １︓４４︓２１

第４位 松葉 佐智⼦ ⼤阪府 １︓５１︓４５

第５位 ⼩林 知恵 ⼤阪府 １︓５２︓０２

第６位 ⻄村 有明⼦ ⼤阪府 １︓５７︓３５

第７位 撫養 久代 ⼤阪府 １︓５７︓５０

第８位 ⿅⽑ 久美⼦ ⼤阪府 １︓５９︓０７

第９位 ⽔間 綾⼦ 東京都 ２︓００︓０６

第１０位 清⽔ 絢⼦ ⼤阪府 ２︓００︓３８



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（１０ｋｍ男⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 原 卓吾 ⼤阪府 ３７︓５９

第２位 速⽔ 将⼈ 和歌⼭県 ３８︓１８

第３位 熊崎 雄太 兵庫県 ３８︓２６

第４位 武⽥ 裕樹 ⼤阪府 ４１︓１７

第５位 川渕 真吾 ⼤阪府 ４１︓４０

第６位 ⽯井 修三 ⼤分県 ４３︓１９

第７位 冨⽥ 祥平 兵庫県 ４５︓４３

第８位 寺⽥ 拓郎 ⼤阪府 ４６︓０２

第９位 野末 征哉 ⼤阪府 ４６︓４３

第１０位 溝⼝ 雅 兵庫県 ４７︓０６



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（１０ｋｍ⼥⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼭⽥ 真希 ⼤阪府 ４２︓１１

第２位 松⽥ 光⼦ ⼤阪府 ５１︓２６

第３位 ⿂⽥ 千奈未 ⼤阪府 ５１︓５２

第４位 橋本 真帆 ⼤阪府 ５４︓４０

第５位 ⼭根 みずほ ⼤阪府 ５６︓２５

第６位 武⽥ 良⼦ ⼤阪府 ５６︓２６

第７位 岡林 ⾹菜 ⼤阪府 ５６︓５５

第８位 ⼩森 碧 ⼤阪府 ５７︓０４

第９位 横江 頼⼦ ⼤阪府 ５７︓５１

第１０位 森井 順⼦ ⼤阪府 ５９︓０１



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（５ｋｍ男⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽥辺 裕登 ⼤阪府 １６︓５７

第２位 ⽔⾕ 悟志 ⼤阪府 １７︓３６

第３位 林 能⼠ 滋賀県 １８︓１７

第４位 鎌⽥ 敏郎 ⼤阪府 １８︓５１

第５位 村⽥ ⽇出明 兵庫県 １８︓５７

第６位 岩城 ⼤⼠ ⼤阪府 ２０︓１３

第７位 ⽡⼝ ⾄孝 奈良県 ２０︓２６

第８位 池井 崇 ⼤阪府 ２０︓３０

第９位 横江 ⼀郎 ⼤阪府 ２２︓３２

第１０位 松岡 和重 ⼤阪府 ２２︓４１



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（５ｋｍ⼥⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼭下 真理恵 ⼤阪府 ２０︓０１

第２位 名嘉 来美 ⼤阪府 ２５︓０６

第３位 森 ⽊乃美 ⼤阪府 ２６︓１７

第４位 川崎 鮎⼦ ⼤阪府 ２７︓５１

第５位 古⾕ 薫 ⼤阪府 ２８︓１１

第６位 ⽊村 翠 ⼤阪府 ２９︓２６

第７位 ⽯⽥ 好美 ⼤阪府 ３４︓５９

第８位 森尾 ひとみ ⼤阪府 ３５︓２１

第９位 浜中 靖⼦ ⼤阪府 ４１︓３３

第１０位 ⼤島 友美 ⼤阪府 ４１︓５３



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（ちびっ⼦マラソン男⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 指⽥ 駿太 兵庫県 ８︓０４

第２位 舩曳 海翔 ⼤阪府 ８︓２０

第３位 ⼟出 彩翔 ⼤阪府 ８︓４３

第４位 ⼟出 陸翔 ⼤阪府 ８︓４７

第５位 阪本 駿⽃ ⼤阪府 ８︓４９

第６位 槇井 海州 ⼤阪府 ８︓５０

第７位 仲野 春輝 ⼤阪府 ９︓２７

第８位 祖川 陽也 ⼤阪府 ９︓３１

第９位 森⼭ 拓哉 京都府 ９︓４９

第１０位 島倉 悠⾥ ⼤阪府 １０︓１７



２０１８年１２⽉１５⽇（⼟）

第９回浜寺公園ふれあいマラソン（ちびっ⼦マラソン⼥⼦の部）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⻄原 由貴 ⼤阪府 ８︓４６

第２位 中島 純鈴 滋賀県 ９︓０６

第３位 指⽥ 夏実花 兵庫県 ９︓４７

第４位 ⻄原 絵倫 ⼤阪府 ９︓５０

第５位 ⽩髭 明⽇花 ⼤阪府 １１︓１４

第６位 鎌⽥ ⼼桜 ⼤阪府 １３︓３１

第７位 池側 ⽉⾳ ⼤阪府 １４︓０１

第８位 松本 桜⾹ ⼤阪府 １４︓１８

第９位 松本 美桜 ⼤阪府 １４︓２０

第１０位 地道 勇翔 ⼤阪府 １５︓０１



２０１８年１１⽉２５⽇（⽇）

第１２回⼤泉緑地ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼩⻄ 健太郎 ⼤阪府 １︓１７︓１３

第２位 藤⾼ 圭悟 ⼤阪府 １︓２５︓２２

第３位 浦 康之 奈良県 １︓２６︓４２

第４位 笠⽊ ⿓太郎 奈良県 １︓２６︓５３

第５位 ⽥原 幸男 ⼤阪府 １︓２８︓１２

第６位 砂川 寛光 ⼤阪府 １︓３３︓１４

第７位 ⽔本 祥平 三重県 １︓３７︓１４

第８位 吉本 司 ⼤阪府 １︓３７︓３２

第９位 岩城 ⼤⼠ ⼤阪府 １︓３８︓００

第１０位 峯畑 靖男 ⼤阪府 １︓３８︓１２



２０１８年１１⽉２５⽇（⽇）

第１２回⼤泉緑地ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 財⽥ 昭博 兵庫県 ３５︓２４

第２位 正⽊ 達也 ⼤阪府 ３７︓１３

第３位 菱川 博⼈ 岡⼭県 ３８︓４５

第４位 ブラウン スコット ⼤阪府 ３９︓２６

第５位 ⼤庭 淳⼀ ⼤阪府 ４０︓０８

第６位 佐藤 ⼤介 京都府 ４４︓１８

第７位 中尾 栄祐 ⼤阪府 ４４︓２０

第８位 横野 浩⼀ ⼤阪府 ４５︓０９

第９位 伴海 康太 ⼤阪府 ４５︓５１

第１０位 橋⽖ 伴典 ⼤阪府 ４５︓５３



２０１８年１１⽉２５⽇（⽇）

第１２回⼤泉緑地ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽯⽥ 浩之 ⼤阪府 １７︓２１

第２位 天野 克俊 兵庫県 １８︓２５

第３位 ⽵澤 慎太郎 ⼤阪府 １８︓５４

第４位 武⽥ 琢良 ⼤阪府 １９︓１７

第５位 ⽯⽥ 涼太郎 ⼤阪府 １９︓２２

第６位 半⽥ 剛勝 ⼤阪府 １９︓３５

第７位 有元 野乃花 奈良県 １９︓４４

第８位 新川 雅之 徳島県 １９︓４７

第９位 福泉 諒 ⼤阪府 ２０︓１４

第１０位 中元 道徳 ⼤阪府 ２０︓２９



２０１８年１１⽉２５⽇（⽇）

第１２回⼤泉緑地ふれあいマラソン（親⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 上平耕司/上平美波 ⼤阪府 ７︓４４

第２位 指⽥欣宏/指⽥夏実花 兵庫県 ８︓４２

第３位 ⻄川真司/⻄川舞 ⼤阪府 ９︓１８

第４位 富永隆⼀郎/富永陸⽃ ⼤阪府 ９︓４３

第５位 武本直也/武本悠稀 ⼤阪府 ９︓４５

第６位 本⼭寛/本⼭楓 ⼤阪府 ９︓５２

第７位 ⼩柳典昭/⼩柳快⽃ ⼤阪府 １０︓１３

第８位 三島慎也/吉川柊 ⼤阪府 １１︓１１

第９位 村⽥泰範/村⽥優空 ⼤阪府 １１︓２５

第１０位 ⽥中萌/上中凛太郎 ⼤阪府 １１︓４２



２０１８年１１⽉２５⽇（⽇）

第１２回⼤泉緑地ふれあいマラソン（ちびっ⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 上平 ⼤智 ⼤阪府 ６︓５７

第２位 指⽥ 駿太 兵庫県 ７︓１７

第３位 三⽊ 咲⼈ ⼤阪府 ８︓０７

第４位 武⽥ 侑華 ⼤阪府 ８︓１０

第５位 藤原 ⼆瑚 ⼤阪府 ８︓１３

第６位 井⼝ 琉翔 ⼤阪府 ８︓１７

第７位 藤原 伊織 ⼤阪府 ８︓１９

第８位 武⽥ 朋華 ⼤阪府 ８︓２８

第９位 ⻄ 姫花 ⼤阪府 ８︓５０

第１０位 井⼝ 海翔 ⼤阪府 ９︓０４



２０１８年０９⽉０９⽇（⽇）

１０回⻑居公園ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 平⽥ 篤史 岡⼭県 １︓２４︓１０

第２位 平岩 篤朗 京都府 １︓２９︓５６

第３位 末宗 ⻯太郎 ⼤阪府 １︓３１︓０９

第４位 ⻤松 伸⼀ ⼤阪府 １︓３２︓４４

第５位 東雲 翔⼀郎 奈良県 １︓３３︓２３

第６位 中桐 信⼀ ⼤阪府 １︓３３︓４８

第７位 宮下 幸延 京都府 １︓３４︓００

第８位 森 徳史 ⼤阪府 １︓３４︓３３

第９位 イッシー（ウドントミカン） ⼤阪府 １︓３４︓４０

第１０位 津⽥ 寿夫 京都府 １︓３５︓３９



２０１８年０９⽉０９⽇（⽇）

第１０回⻑居公園ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼭⽥ 孝 兵庫県 ３８︓２７

第２位 中⻄ 真悟 ⼤阪府 ４０︓３７

第３位 梅本 賢⼀ ⼤阪府 ４０︓５３

第４位 松岡 峻之 広島県 ４２︓３６

第５位 松本 欣治 ⼤阪府 ４３︓３５

第６位 ⾼野 弘之 和歌⼭県 ４４︓０９

第７位 宮本 崇 ⼤阪府 ４４︓２４

第８位 ⽯⽥ ⻯諒 ⼤阪府 ４５︓１３

第９位 嶋尾 陽⽣ ⼤阪府 ４６︓０３

第１０位 吉⾕ 光⼀郎 ⼤阪府 ４６︓４３



２０１８年０９⽉０９⽇（⽇）

第１０回⻑居公園ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽔野 勝也 兵庫県 １７︓３５

第２位 寺⽥ ⿓史 ⼤阪府 １９︓０２

第３位 池⽥ ⼀男 和歌⼭県 １９︓４２

第４位 榎波 鉄也 和歌⼭県 １９︓５７

第５位 上⽥ 謙吾 京都府 ２０︓４５

第６位 中川 真哉 奈良県 ２２︓４７

第７位 三宅 ⽂彦 兵庫県 ２３︓００

第８位 森 猛 ⼤阪府 ２３︓４０

第９位 溝⽥ 則夫 兵庫県 ２５︓２３

第１０位 有⾺ 彰⼈ 兵庫県 ２５︓３３



２０１８年０９⽉０９⽇（⽇）

第１０回⻑居公園ふれあいマラソン（親⼦ラン２ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼟出国雄/⼟出陸翔 ⼤阪府 ８︓００

第２位 岡村要/岡村颯太 ⼤阪府 ８︓１６

第３位 碓井知⼦/碓井隆ノ介 京都府 ８︓５４

第４位 ⼭本浩伸/⼭本健⼼ 奈良県 １０︓３１

第５位 佐伯裕美/佐伯楓太 ⼤阪府 １０︓５０

第６位 ⼤井智裕/⼤井天 ⼤阪府 １０︓５３

第７位 松代圭司/松代萌恵 ⼤阪府 １１︓５４

第８位 中⼭桂佑/中⼭藍来 奈良県 １２︓５７

第９位 多⽥亨/多⽥宗⼀郎 ⼤阪府 １３︓１３

第１０位 酒⾕⼀騎/酒⾕⼤騎 ⼤阪府 １３︓２７



２０１８年０９⽉０９⽇（⽇）

第１０回⻑居公園ふれあいマラソン

（ちびっ⼦マラソン２ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⾕川 ⼤⼼ 京都府 ７︓０７

第２位 指⽥ 駿太 兵庫県 ７︓３０

第３位 ⼟出 彩翔 ⼤阪府 ７︓３５

第４位 上⽥ ⼤吾 京都府 ７︓５７

第５位 上⽥ 暖吾 京都府 ８︓３６

第６位 東島 ⼤成 ⼤阪府 ８︓３７

第７位 川辺 瑠⽣ ⼤阪府 ８︓５４

第８位 松浦 幸我 ⼤阪府 ９︓０６

第９位 指⽥ 夏実花 兵庫県 ９︓０７

第１０位 ⼤井 悠 ⼤阪府 ９︓２１



２０１８年０８⽉１２⽇（⽇）

第９回⻑居公園ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽔野 勝也 兵庫県 １︓３１︓１７

第２位 松野 真帆 愛知県 １︓３４︓５５

第３位 前⽥ 剛志 ⼤阪府 １︓３５︓１７

第４位 河⽥ 晃 兵庫県 １︓４０︓４５

第５位 ⼭内 孝志 東京都 １︓４０︓５１

第６位 東雲 翔⼀郎 奈良県 １︓４１︓４４

第７位 ⽥畑 幹⼦ ⼤阪府 １︓４４︓５８

第８位 上⽥ 洋輔 兵庫県 １︓４５︓０２

第９位 宮本 勝⼀ ⼤阪府 １︓４６︓０２

第１０位 仲井 拓実 和歌⼭県 １︓４６︓４９



２０１８年０８⽉１２⽇（⽇）

第９回⻑居公園ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼤庭 淳⼀ 兵庫県 ４１︓２３

第２位 岩城 英⾥ 和歌⼭県 ４２︓２９

第３位 ⾼橋 彩 東京都 ４５︓２２

第４位 松本 欣治 ⼤阪府 ４６︓１０

第５位 佐久間 祥光 静岡県 ４７︓４６

第６位 野中 健史 愛媛県 ４８︓２１

第７位 ⼭⽥ 孝 兵庫県 ４８︓３７

第８位 松本 章 奈良県 ５０︓４９

第９位 ⾼落 敏伸 ⼤阪府 ５２︓５６

第１０位 ⾼野 弘之 和歌⼭県 ５５︓２４



２０１８年０８⽉１２⽇（⽇）

第９回⻑居公園ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 上⼭ ⻯正 兵庫県 １５︓４５

第２位 ⽥原 幸男 兵庫県 １９︓４１

第３位 堀野 正雄 ⼤阪府 １９︓５６

第４位 ⽥中 優次 静岡県 ２１︓２４

第５位 松下 光雄 ⾹川県 ２２︓０９

第６位 中川 真哉 奈良県 ２２︓５４

第７位 中⻄ 啓造 京都府 ２４︓０６

第８位 廣垣 正治 三重県 ２４︓４３

第９位 殿本 将司 ⼤阪府 ２４︓５２

第１０位 森下 勇輝 ⼤阪府 ２５︓０１



２０１８年０８⽉１２⽇（⽇）

第９回⻑居公園ふれあいマラソン（親⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽥中伸治/⽥中家継 徳島県 ８︓１８

第２位 若井⼀浩/若井瑠菜 ⼤阪府 ８︓５７

第３位 上平耕司/上平美波 ⼤阪府 ９︓０８

第４位 久保⽥哲治/久保⽥ 京都府 １０︓４５

第５位 ⽥仲清⼀/⽥仲翔太 和歌⼭県 １１︓５７

第６位 ⽯野寿朗/⽯野凌⼠ ⼤阪府 １２︓３４

第７位 ⽔本加津⼦/⽔本芽那 ⾹川県 １２︓５４

第８位 新⾕武志/新⾕柚葉 ⼤阪府 １２︓５８

第９位 ⽊下淳/⽊下真 ⼤阪府 １３︓３１

第１０位 ⼀⾕武史/⼀⾕弥⾥ 北海道 １３︓４４



２０１８年０８⽉１２⽇（⽇）

第９回⻑居公園ふれあいマラソン

（ちびっ⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 武市 颯太 ⼤阪府 ７︓５２

第２位 上平 ⼤智 ⼤阪府 ７︓５８

第３位 ⼟出 陸翔 ⼤阪府 ８︓２７

第４位 ⼟出 彩翔 ⼤阪府 ８︓３３

第５位 杉林 良現 和歌⼭県 ９︓００

第６位 ⾼落 ⽻琉 ⼤阪府 ９︓０５

第７位 ⻄⽥ 夢果 ⼤阪府 ９︓３５

第８位 ⽚岡 百花 ⼤阪府 ９︓３７

第９位 武市 蒼⼠ ⼤阪府 ９︓５５

第１０位 ⾓⽥ 海理 奈良県 １０︓０４



２０１８年０２⽉２５⽇（⽇）

第１１回⼤泉緑地ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 藤井 芳典 ⼤阪府 １︓２４︓１０

第２位 ⼤前 宏彰 ⾹川県 １︓２４︓３８

第３位 ⽯⽥ 道也 奈良県 １︓２７︓２０

第４位 菊池 祐貴 兵庫県 １︓２８︓５９

第５位 坂⼝ 徳謙 ⼤阪府 １︓３１︓５４

第６位 清⽥ 正彰 ⼤阪府 １︓３５︓２４

第７位 ⽊村 孝⼆郎 ⼤阪府 １︓３６︓３３

第８位 岩坪 俊伸 奈良県 １︓３９︓４４

第９位 ⽇向 剛 ⼤阪府 １︓４０︓１５

第１０位 ⼤井 識賢 奈良県 １︓４１︓２５



２０１８年０２⽉２５⽇（⽇）

第１１回⼤泉緑地ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼩⻄ 晃⽮ 滋賀県 ３３︓３８

第２位 ⽯⽥ 浩之 ⼤阪府 ３５︓２１

第３位 川畑 晴彦 ⼤阪府 ３７︓１１

第４位 荒⾕ 直史 北海道 ３８︓１６

第５位 ⻄村 ⼤地 ⼤阪府 ３９︓２３

第６位 ⻑慶寺 弘 奈良県 ４０︓４１

第７位 那須 幸哉 ⼤阪府 ４１︓２９

第８位 ⼭⽥ ⽂博 ⼤阪府 ４２︓４７

第９位 梶本 稜太 ⼤阪府 ４２︓５１

第１０位 ⾼橋 知也 ⼤阪府 ４２︓５５



２０１８年０２⽉２５⽇（⽇）

第１１回⼤泉緑地ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 寺下 拓海 兵庫県 １７︓１２

第２位 磯部 健 ⼤阪府 １７︓１５

第３位 中村 ⽞⼗ ⼤阪府 １７︓５４

第４位 ⻲⽥ 孝太郎 京都府 １８︓２９

第５位 松宮 哲平 ⼤阪府 １８︓４２

第６位 池⽥ 圭吾 滋賀県 １９︓１５

第７位 ⾐笠 佑基 奈良県 ２０︓０１

第８位 池⽥ 慧太 京都府 ２０︓１０

第９位 増崎 信也 ⼤阪府 ２０︓２２

第１０位 ⽫海 みつる ⼤阪府 ２０︓５５



２０１８年０２⽉２５⽇（⽇）

第１１回⼤泉緑地ふれあいマラソン（親⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 若井⼀浩/若井瑠菜 ⼤阪府 ８︓１６

第２位 浦川正⼈/浦川梨愛 ⼤阪府 ８︓５０

第３位 ⼤平央/新⽊⻁太 奈良県 ９︓１３

第４位 ⽮本尚輝/⽮本尚真 ⼤阪府 ９︓４５

第５位 坂⼝知義/坂⼝知嗣 ⼤阪府 ９︓５２

第７位 ⻲⽥祐恵/⻲⽥喜名 ⼤阪府 １０︓４２

第８位 上⽥正⼈/上⽥桃花 ⼤阪府 １０︓４５

第９位 ⽔野隆史/⽔野咲⾳ ⼤阪府 １１︓１４

第１０位 ⽥畑⾹奈美/⽥畑晴望 ⼤阪府 １１︓１６



２０１８年０２⽉２５⽇（⽇）

第１１回⼤泉緑地ふれあいマラソン

（ちびっ⼦マラソンの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 村上 侑⼤ ⼤阪府 ７︓１７

第２位 ⼟出 陸翔 ⼤阪府 ７︓３９

第３位 ⼟出 彩翔 ⼤阪府 ７︓４３

第４位 岡本 朔 ⼤阪府 ７︓４５

第５位 辻本 紗菜 京都府 ７︓５０

第６位 ⼤塚 琉 ⼤阪府 ８︓１１

第７位 ⽮本 凛夏 ⼤阪府 ８︓３０

第８位 坂本 康弥 ⼤阪府 ８︓３１

第９位 村上 瑞喜 ⼤阪府 ８︓３２

第１０位 平井 颯真 京都府 ８︓３９



２０１８年０１⽉２８⽇（⽇）

第８回浜寺公園ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 川村 亮 ⼤阪府 １︓１３︓０１

第２位 阿部 健太郎 奈良県 １︓１９︓０９

第３位 ⽊原 佑介 兵庫県 １︓１９︓１７

第４位 ⼤⽊ 成浩 兵庫県 １︓１９︓５９

第５位 ⼩林 洋介 兵庫県 １︓２０︓１３

第６位 中川 理 ⼤阪府 １︓２０︓３４

第７位 中辻 正⼈ ⼤阪府 １︓２０︓４７

第８位 井上 椋太 京都府 １︓２２︓０１

第９位 ⻄ 衛 ⼤阪府 １︓２２︓１５

第１０位 松野 雄太 三重県 １︓２２︓１９



２０１８年０１⽉２８⽇（⽇）

第８回浜寺公園ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽯⽥ 浩之 ⼤阪府 ３５︓４０

第２位 ⾞⽥ 善紀 ⼤阪府 ３５︓４７

第３位 安原 光仁 ⼤阪府 ３７︓２４

第４位 ⼤場 早⼀ ⼤阪府 ４１︓００

第５位 岡浦 豊誠 和歌⼭県 ４２︓４２

第６位 名嘉 健⼆ ⼤阪府 ４３︓３７

第７位 横⽥ 博和 奈良県 ４３︓４５

第８位 ⽻野 拓哉 京都府 ４６︓３９

第９位 吉⽥ 親平 兵庫県 ４６︓５７

第１０位 横⽥ 博和 ⼤阪府 ４８︓１６



２０１８年０１⽉２８⽇（⽇）

第８回浜寺公園ふれあいマラソン（５ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼭部 敏宏 ⼤阪府 ２１︓５３

第２位 吉⽥ 美樹 ⼤阪府 ２２︓４８

第３位 渋⾕ 宗幸 兵庫県 ２２︓４９

第４位 松⽥ 可恵 ⼤阪府 ２４︓５７

第５位 ⼾⽯ ⾐美 ⼤阪府 ２５︓５７

第６位 ⽔⾕ 実加 ⼤阪府 ２６︓５０

第７位 塩本 理絵 ⼤阪府 ２６︓５０

第８位 喜村 美穂 ⼤阪府 ２７︓２７

第９位 ⾼松 範⾏ ⼤阪府 ２８︓２７

第１０位 ⽥中 早織 兵庫県 ２８︓５２


