
２０１７年１２⽉２４⽇（⽇）

第１回蜻蛉池ふれあいマラソン（ハーフの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽮野 輝 ⼤阪府 １︓１４︓０８

第２位 ⼭本 光希 ⼤阪府 １︓１５︓５９

第３位 藤井 芳典 ⼤阪府 １︓２２︓３９

第４位 ⽚⼭ 清範 和歌⼭県 １︓２４︓２０

第５位 宮下 幸延 京都府 １︓２６︓０４

第６位 丸⽥ 真⼀ ⼤阪府 １︓２８︓０８

第７位 志⽔ 朝之 兵庫県 １︓２９︓０４

第８位 杉原 ⾼明 兵庫県 １︓３３︓３９

第９位 平野 努 ⼤阪府 １︓３５︓０９

第１０位 菊池 ⾠哉 兵庫県 １︓３６︓３６



２０１７年１２⽉２４⽇（⽇）

第１回蜻蛉池ふれあいマラソン（１０ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽮吹 陽平 ⼤阪府 ３３︓４９

第２位 萱野 勝也 ⼤阪府 ３６︓０２

第３位 ⽥中 美章 ⼤阪府 ３８︓０１

第４位 椋本 悠雅 兵庫県 ３８︓１８

第５位 椋本 ⼤志 兵庫県 ４２︓５８

第６位 ⼭瀬 達也 ⼤阪府 ４７︓４９

第７位 ⽚⼭ 郁⼦ 和歌⼭県 ５０︓２５

第８位 奥村 勇児 和歌⼭県 ５１︓１９

第９位 上⼭ 和久 ⼤阪府 ５２︓０９

第１０位 横⽥ 豊 ⼤阪府 ５２︓３０



２０１７年１２⽉２４⽇（⽇）

第１回蜻蛉池ふれあいマラソン（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 １６︓３２

第２位 安室 太雅 兵庫県 １７︓１９

第３位 岡村 要 ⼤阪府 １８︓３６

第４位 福井 博正 滋賀県 １９︓４５

第５位 仲北 昌弘 ⼤阪府 ２１︓１９

第６位 ⽡⼝ ⾄孝 奈良県 ２１︓３９

第７位 松本 晶⼦ ⼤阪府 ２３︓２７

第８位 茅野 智裕 静岡県 ２３︓５６

第９位 村⽥ 和浩 ⼤阪府 ２５︓５８

第１０位 村中 則政 ⼤阪府 ２６︓１５



２０１７年１２⽉２４⽇（⽇）

第１回蜻蛉池ふれあいマラソン

（２ｋｍ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/上平⼤智 ⼤阪府 ７︓２３

第２位 ⽚⼭清範/⽚⼭景太 和歌⼭県 ８︓２７

第３位 佐川弘/佐川智崇 宮崎県 ８︓３２

第４位 若井⼀浩/若井瑠菜 ⼤阪府 ８︓４０

第５位 平井祐司/平井颯真 京都府 ９︓０４

第６位 平井伸幸/平井雄琉 和歌⼭県 ９︓１７

第７位 中尾⼀郎/中尾太⼀ ⼤阪府 ９︓２２

第８位 浦川正⼈/浦川梨愛 ⼤阪府 ９︓２８

第９位 神野貴彦/神野天愛 和歌⼭県 ９︓４０

第１０位 福地朋章/福地絢⼼ ⼤阪府 ９︓４４



２０１７年１２⽉２３⽇（⼟）

第７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 ⽇野 裕貴 島根県 １︓１３︓１９

第２位 ⻄ 衛 ⼤阪府 １︓２１︓２９

第３位 ⾕本 貴史 ⼤阪府 １︓２２︓５１

第４位 松森 光司 ⽯川県 １︓２５︓１３

第５位 花⽉ 良祐 ⼤阪府 １︓２５︓３２

第６位 佐野 肇 兵庫県 １︓２６︓４５

第７位 後藤 将基 ⼤阪府 １︓２８︓１７

第８位 升⽥ 昭 ⼤阪府 １︓２９︓５７

第９位 ⼭下 好⼈ 和歌⼭県 １︓３３︓３７

第１０位 ⽩井 晃平 ⼤阪府 １︓３４︓１５



２０１７年１２⽉２３⽇（⼟）

第７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 多久和 真彦 広島県 ４０︓５７

第２位 沼守 凌⼤ ⼤阪府 ４３︓４６

第３位 吉⽥ 真⼈ ⼤阪府 ４５︓１６

第４位 河合 正彦 兵庫県 ５０︓０２

第５位 松尾 聖之 千葉県 ５１︓０５

第６位 ⼤⻄ ⼀也 ⼤阪府 ５１︓５２

第７位 笠松 利穂 ⼤阪府 ５３︓１２

第８位 中安 ⼀夫 ⼤阪府 ５４︓３４

第９位 後藤 章 ⼤阪府 ５５︓０９

第１０位 塚本 友毅 ⼤阪府 ５７︓４０



２０１７年１２⽉２３⽇（⼟）

第７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 ⽚⼭ 雄樹 ⼤阪府 ２０︓３７

第２位 河村 真 ⼤阪府 ２１︓０９

第３位 名嘉 健⼆ ⼤阪府 ２２︓２７

第４位 ⼭⽥ 耕⽣ ⼤阪府 ２３︓００

第５位 ⼭⽥ ⾹澄 ⼤阪府 ２４︓０９

第６位 ⼤島 雅美 ⼤阪府 ３０︓２１

第７位 ⼤島 ⽂夫 ⼤阪府 ３０︓２３

第８位 桂 こずえ 愛知県 ４６︓０１



２０１７年１２⽉１７⽇（⽇）

第１０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 阪本 哲紀 ⼤阪府 １︓２１︓３５

第２位 末宗 ⻯太郎 ⼤阪府 １︓２１︓５６

第３位 ⼭⻄ 光彦 ⼤阪府 １︓２３︓５７

第４位 ⼀貫坂 哲 兵庫県 １︓２５︓５２

第５位 河野 裕介 ⼤阪府 １︓２７︓４３

第６位 ⾹川 勝彦 ⼤阪府 １︓２８︓４３

第７位 久野 康夫 ⼤阪府 １︓２８︓５２

第８位 北森 仁志 三重県 １︓３０︓４３

第９位 出⼝ 敦久 和歌⼭県 １︓３１︓３９

第１０位 宮地 正記 兵庫県 １︓３４︓１７



２０１７年１２⽉１７⽇（⽇）

第１０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 渡邊 徹則 京都府 ３７︓０３

第２位 島⾕ 忠幸 兵庫県 ３７︓４５

第３位 ⼭⽥ 晃成 ⼤阪府 ３９︓５９

第４位 塩⽥ ⻯佑 兵庫県 ４０︓０９

第５位 寺⽥ 昌史 滋賀県 ４０︓１０

第６位 ⻑畠 ⾂之介 ⼤阪府 ４０︓５２

第７位 福⽥ 和隆 奈良県 ４１︓０５

第８位 横野 浩⼀ ⼤阪府 ４４︓１９

第９位 藤原 直⼈ ⼤阪府 ４６︓４７

第１０位 緒⽅ 明⽂ ⼤阪府 ４６︓５８



２０１７年１２⽉１７⽇（⽇）

第１０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 不⼆ 黎⼈ 奈良県 １６︓０９

第２位 宮内 良崇 ⼤阪府 １９︓２１

第３位 福井 博正 滋賀県 １９︓５２

第４位 ⽮野 猛 兵庫県 ２０︓１２

第５位 ⼤⾕ 祐介 ⼤阪府 ２０︓１２

第６位 中元 道徳 ⼤阪府 ２０︓５９

第７位 ⼩堀 裕⼦ 兵庫県 ２１︓２２

第８位 杉本 敦 京都府 ２１︓５２

第９位 百瀬 智之 兵庫県 ２２︓１６

第１０位 朝⻄ 知徳 ⼤阪府 ２２︓１９



２０１７年１２⽉１７⽇（⽇）

第１０回⼤泉緑地ふれあいマラソン

（親⼦ラン２ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 森本武嗣/森本帆⾹ ⼤阪府 ７︓５４

第２位 綱澤晃/綱澤友彌 ⼤阪府 ７︓５６

第３位 福冨⽴樹/福冨慎太郎 兵庫県 ８︓１９

第４位 若井⼀浩/若井瑠菜 ⼤阪府 ８︓３１

第５位 ⼩浜弘也/⼩浜侑莉 ⼤阪府 ８︓３５

第６位 ⼤⾕正広/⼤⾕健介 ⼤阪府 ８︓４４

第７位 ⼭⼝博之/⼭⼝悠輔 ⼤阪府 ８︓５２

第８位 紺野広芸/紺野克仁 ⼤阪府 ９︓３１

第９位 三⽯美和/三⽯穂乃佳 ⼤阪府 １１︓５６

第１０位 ⾕本悟⼠/⾕本杏⽉ ⼤阪府 １３︓１５



２０１７年１１⽉２６⽇（⽇）

第９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 柴⽥ 和紀 奈良県 １︓２４︓２２

第２位 ⽶岡 芳剛 ⼤阪府 １︓３２︓１２

第３位 吉⽥ ⿓⽣ ⼤阪府 １︓３２︓４５

第４位 ⻄川 史⼈ ⼤阪府 １︓３２︓４９

第５位 ⽇向 剛 ⼤阪府 １︓３５︓０４

第６位 ⿑藤 翔太 神奈川県 １︓３５︓４５

第７位 ⼭⽥ 千太郎 ⼤阪府 １︓３８︓３１

第８位 村⽥ 詠⼀ ⼤阪府 １︓３９︓４８

第９位 ⼆瓶 優 神奈川県 １︓４１︓３３

第１０位 ⼭⽥ ⽂博 ⼤阪府 １︓４２︓１６



２０１７年１１⽉２６⽇（⽇）

第９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 ブラウン スコット ⼤阪府 ３８︓５２

第２位 ⽯井 修三 ⼤分県 ４２︓３３

第３位 吉⽥ 真⼈ ⼤阪府 ４３︓２７

第４位 岡部 将史 ⼤阪府 ４５︓２２

第５位 ⻄井 カロリナ ⼤阪府 ４８︓１４

第６位 ⼤野 篤 兵庫県 ５０︓００

第７位 南 保 ⼤阪府 ５１︓２３

第８位 豊島 正之 ⼤阪府 ５１︓３７

第９位 海⽼名 武志 兵庫県 ５１︓４６

第１０位 近藤 隆夫 ⼤阪府 ５２︓０５



２０１７年１１⽉２６⽇（⽇）

第９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 福井 博正 滋賀県 ２０︓３２

第２位 ⽮野 猛 兵庫県 ２０︓５０

第３位 ⽡⼝ ⾄孝 奈良県 ２１︓２８

第４位 百瀬 智之 兵庫県 ２１︓５２

第５位 朝⻄ 知徳 ⼤阪府 ２２︓４６

第６位 ⼤平 祐也 福井県 ２３︓０５

第７位 ⼭中 浩太郎 奈良県 ２３︓１０

第８位 辻井 稔 兵庫県 ２５︓５５

第９位 中辻 茂 福井県 ２７︓３７

第１０位 ⽵⽥ 理恵 ⼤阪府 ２８︓２１



２０１７年１１⽉２６⽇（⽇）

第９回⼤泉緑地ふれあいマラソン（親⼦ラン２ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⼩浜弘也/⼩浜健真 ⼤阪府 ８︓０９

第２位 井⼝良典/井⼝琉翔 ⼤阪府 ８︓１３

第３位 東島拓也/東島⼤成 ⼤阪府 ８︓２１

第４位 若井⼀浩/若井瑠菜 ⼤阪府 ８︓３７

第５位 ⽊寺康裕/⽊寺宥仁 ⼤阪府 ９︓０８

第６位 喜多忠/阪⼝雅楽 ⼤阪府 ９︓１０

第７位 植⽥真司/植⽥詠簾 ⼤阪府 ９︓１２

第８位 平尾太/平尾達也 ⼤阪府 ９︓４５

第９位 松井亜紀⼦/松井美緒 ⼤阪府 １０︓０１

第１０位 ⼩柳典昭/⼩柳快⽃ ⼤阪府 １０︓０９



２０１７年３⽉２５⽇（⼟）

第８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 嶋⾕ 圭司 ⼤阪府 １︓３０︓２８

第２位 荒川 卓俊 ⼤阪府 １︓３１︓１７

第３位 鈴⽊ 譲治 ⼤阪府 １︓３１︓２７

第４位 ⼤下 貴也 京都府 １︓３４︓０２

第５位 北森 仁志 三重県 １︓３４︓０４

第６位 ⾦檀 悠 ⼤阪府 １︓３５︓０４

第７位 眞⽥ 健介 兵庫県 １︓３６︓１２

第８位 道倉 雅仁 ⼤阪府 １︓３８︓２９

第９位 尾⿐ 涼 ⼤阪府 １︓３８︓３３

第１０位 中⾕ 亮介 滋賀県 １︓３８︓５０



２０１７年３⽉２５⽇（⼟）

第８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 諏訪 健治 ⼤阪府 ３４︓１５

第２位 千⽥ 翔平 岩⼿県 ３５︓２９

第３位 ⼤島 直樹 ⼤阪府 ３８︓３２

第４位 辻本 孝志 兵庫県 ３９︓１０

第５位 越智 信博 兵庫県 ３９︓２６

第６位 ⾼橋 直輝 奈良県 ３９︓４８

第７位 菊池 昭太 愛知県 ４１︓０２

第８位 ⽚⼭ 雄樹 ⼤阪府 ４１︓１７

第９位 宮川 太郎 ⼤阪府 ４３︓０８

第１０位 辻本 綾美 兵庫県 ４４︓１１



２０１７年２⽉２６⽇（⽇）

第８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 宮代 正和 ⼤阪府 １︓１８︓４０

第２位 佐々⽊ 元嗣 ⼤阪府 １︓２１︓３５

第３位 ⾼岡 春幸 ⼤阪府 １︓２２︓２９

第４位 近藤 敦樹 京都府 １︓２３︓０７

第５位 越智 祐希 京都府 １︓３１︓３５

第６位 浦⽥ 平 ⿃取県 １︓３２︓１９

第７位 道内 拓真 ⼤阪府 １︓３２︓３１

第８位 森 ⻯久 ⼤阪府 １︓３２︓２４

第９位 吉原 佳吾 ⼤阪府 １︓３９︓２６

第１０位 辻川 亨⼀ ⼤阪府 １︓３９︓３６



２０１７年２⽉２６⽇（⽇）

第８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 ⽶⽥ 智哉 ⼤阪府 ３１︓１０

第２位 那須 幸哉 ⼤阪府 ４１︓０５

第３位 今井 翔太 ⼤阪府 ４１︓０６

第４位 藤井 祐輔 ⼤阪府 ４２︓４７

第５位 安⾼ 秀則 ⼤阪府 ４３︓３７

第６位 ゴルディング デイミアン ⼤阪府 ４４︓５６

第７位 丸⼭ 雄⼀ ⼤阪府 ４５︓４０

第８位 ⼤⻄ 洋⾏ ⼤阪府 ４５︓４８

第９位 ⾕川 喜博 ⼤阪府 ４６︓２５

第１０位 鎌⽥ 和茂 ⼤阪府 ４７︓２０



２０１７年２⽉２６⽇（⽇）

第８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 泉本 直也 ⼤阪府 １６︓０４

第２位 寺嶋 ⼤介 東京都 １６︓２６

第３位 中村 ⽞⼗ ⼤阪府 １７︓３０

第４位 宮平 太 兵庫県 １７︓３６

第５位 福原 直樹 ⼤阪府 １８︓３９

第６位 甲藤 賀久 ⼤阪府 １８︓５６

第７位 ⼩島 博昭 奈良県 １９︓３９

第８位 ⼭中 俊範 ⼤阪府 １９︓５４

第９位 ⿃井 栄造 ⼤阪府 ２０︓０４

第１０位 前平 和敏 滋賀県 ２０︓０６



２０１７年２⽉２６⽇（⽇）

第８回⼤泉緑地ふれあいマラソン（親⼦ラン３ｋｍの部総合）

順 位 ⽒ 名 都道府県 タイム

第１位 ⽶⽥基郎/⽶⽥有佑 奈良県 １１︓３４

第２位 東野隆之/東野太陽 奈良県 １２︓５８

第３位 岡本真樹⼦/岡本幸 ⼤阪府 １３︓５３

第４位 道下和亮/⻄野剛史 ⼤阪府 １５︓５３

第５位 三井三賀/三井桜汰 ⼤阪府 １６︓４４

第６位 松成泰典/松成紗季 京都府 １６︓４７

第７位 砂⽥千佳/砂⽥千尋 ⼤阪府 １８︓３６

第８位 ⽥中啓太/⽥中綾 ⼤阪府 １８︓５４

第９位 若松まゆ⼦/若松厚 ⼤阪府 １９︓５０

第１０位 東野真由美/東野凜太郎 奈良県 ２０︓１６



２０１７年２⽉２５⽇（⼟）

第６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 榎本 隆⾏ 奈良県 １︓２８︓３２

第２位 ⻄羅 憲作 ⼤阪府 １︓２９︓２８

第３位 花⽴ 匡史 ⼤阪府 １︓３１︓４７

第４位 芦澤 遵也 ⼤阪府 １︓３２︓５５

第５位 平⽥ 淳 ⼤阪府 １︓３６︓１９

第６位 中川 賢相 奈良県 １︓３６︓２９

第７位 岸 真治 ⼤阪府 １︓３６︓４１

第８位 城下 正則 ⼤阪府 １︓３９︓０９

第９位 川⼝ 明広 ⼤阪府 １︓３９︓１８

第１０位 落合 誠 奈良県 １︓４１︓５４



２０１７年２⽉２５⽇（⼟）

第６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 諏訪 健治 ⼤阪府 ３５︓４３

第２位 ⼤⽊ 寛之 ⼤阪府 ４０︓３５

第３位 丸岡 正和 ⼤阪府 ４２︓１７

第４位 松岡 直輝 ⼤阪府 ４２︓４５

第５位 ⼩林 定利 兵庫県 ４４︓１５

第６位 端村 集 兵庫県 ４４︓２７

第７位 廣⽥ 匡之 ⼤阪府 ４５︓０４

第８位 ⽴林 健太郎 ⼤阪府 ４５︓３３

第９位 ⼩丸 千秋 奈良県 ４６︓２２

第１０位 ⿊⽊ 厚志 ⼤阪府 ４６︓２５



２０１７年２⽉２５⽇（⼟）

第６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 三阪 貴弘 ⼤阪府 １６︓４８

第２位 ⽊村 俊太 京都府 １７︓１７

第３位 甲藤 賀久 ⼤阪府 １８︓５１

第４位 中⽥ 淳⼀ ⼤阪府 ２０︓４５

第５位 伊崎 翔 ⼤阪府 ２１︓１７

第６位 宇⽥津 慎⼀ ⼤阪府 ２２︓１８

第７位 ⼩宮⼭ 和弘 ⼤阪府 ２２︓３０

第８位 名嘉 健⼆ ⼤阪府 ２３︓２０

第９位 有⽊ 聡 ⼤阪府 ２４︓０６

第１０位 吉⽥ 美樹 ⼤阪府 ２４︓０９



２０１７年１⽉８⽇（⽇）

第７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 枡本 裕真 福井県 １︓１３︓０３

第２位 ⼩林 健⽃ ⼤阪府 １︓１７︓１７

第３位 稲波 亮太 兵庫県 １︓２２︓０６

第４位 ⼩林 央和 ⼤阪府 １︓２３︓２３

第５位 松⽊ 真⼀ 滋賀県 １︓２３︓４３

第６位 茅野 将史 三重県 １︓２４︓３９

第７位 ⾼薄 瑞樹 兵庫県 １︓２５︓１４

第８位 ⽇野 慎⼀郎 ⼤阪府 １︓２６︓３６

第９位 増⽥ 真之 兵庫県 １︓２８︓３５

第１０位 宮本 勝⼀ ⼤阪府 １︓３２︓２８



２０１７年１⽉８⽇（⽇）

第７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 藤原 圭哉 ⼤阪府 ３３︓３２

第２位 政⽊ ⼤輔 ⼤阪府 ３４︓５５

第３位 ⽯⽥ 浩之 ⼤阪府 ３５︓１４

第４位 河⽥ 晃 兵庫県 ３６︓０３

第５位 正⽥ 達也 京都府 ３８︓３９

第６位 ⾼橋 直輝 奈良県 ３９︓０４

第７位 野寄 俊昭 京都府 ３９︓２１

第８位 内⼭ 修司 ⼤阪府 ４０︓５６

第９位 ⽊村 裕真 ⼤阪府 ４１︓１９

第１０位 ⾬森 明 ⼤阪府 ４１︓４０


