
⽇時 令和４年２⽉１１⽇（⾦・祝）
⼀般・⾼校の部 10:00 スタート
⼥⼦の部・中学⽣の部（男⼦・⼥⼦） 12:00 スタート

コース ヤンマーフィールド⻑居並びに周回コース
主催 ⼤阪市・公益財団法⼈⼤阪陸上競技協会
協⼒ ⼤阪市体育厚⽣協会
共催 関⻄マスターズスポーツフェスティバル実⾏委員会

コード   22270727

⼥⼦の部
中学⽣の部（男・⼥）

１区  6,590m １区  3,295m
２区  3,295m ２区  3,295m
３区  3,295m ３区  3,295m
４区  3,295m ４区  3,295m
５区  3,295m ５区  3,295m
合計 19,770m 合計 16,475m

コースコンディション
時刻 天候 気温 湿度 ⾵向 ⾵速 場所
9:30 はれ 11.1℃ 60% 南南⻄ 0.2m/s 競技場
10:00 はれ 11.4℃ 56% 南南⻄ 0.2m/s 競技場
11:00 はれ 11.6℃ 51% 北東 1.9m/s 競技場
12:00 はれ 12.0℃ 47% 南⻄ 2.1m/s 競技場
13:00 はれ 11.4℃ 45% 南⻄ 1.2m/s 競技場

関⻄マスターズスポーツフェスティバル
市⻑杯 第７４回⼤阪市⺠駅伝競⾛⼤会

******* 競技結果 *******

⼩野 吉永
川﨑 泰英
⼩⻄ 宏之

総務

審判⻑

記録主任

⼀般・⾼校の部
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ページ：1／1関西マスターズスポーツフェスティバル 一般の部

市長杯第７４回大阪市民駅伝競走大会

日時： 令和4年2月11日（祝・金）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回路

順位 NO. チ ー ム 名 記　録  1 区  2 区  3 区  4 区  5 区 

1 34 DEEARS A 1°00’ 38” 下川 和樹 中村 太一 東小薗 慎介 鎌田 正行 藤島 直也

2 12 FMK14 1°01’ 54” 三浦　隆寛 井上　翔太 柳谷　日菜 山本　光希 須田　真生

3 5 大阪長居AC 1°02’ 25” 入学　遼治 森本　雄太 市川　創史　 小柳　拓也 徳永　翔太

4 27 公立大中距離B 1°06’ 18” 秋田　健志 伴野　凪都 深津　新太郎 小坂　皓大 山口　龍真

5 9 ジャニーズ小島 1°06’ 35” 工藤　陽貴 小島　克彦 今井　達也 樫山　直生 加藤　広太

6 16 大高OB 1°07’ 20” 山室　陽平 岩田　一希 寺本　隆史 松本　孝平 巻野　力也

7 1 RAC中長 1°08’ 04” 小池明生 三池瑠衣 遠藤光太 亀田孝太郎 高木穂乃香

8 26 公立大中距離A 1°08’ 24” 中部　拓斗 藤木　瑞生 室元　寛司 岡嶌　峻平 矢守　志穏

9 10 久宝寺RC 1°08’ 39” 門田　丈幸 福本　薫 渥美　君彦 立花　秀一 松山　哲也

10 32 WAC 1°08’ 58” 片野　貴裕 左近 実智隆 長塩　佳典 木村　優作 田上　幸司

11 4 ACたまがわ 1°09’ 28” 井上　翔太 今木　一充 城山　泰豪 澤口 煕暉 岩本　悠佑

12 31 たけとその仲間 1°09’ 32” 竹内　涼人 吉江　武人 伊藤　奨真 夏山　嵩登 冨田　和道

13 3 淀ラン 1°09’ 53” 平池　宏至 岡　　翔琉 岡　　靖朗 北野　正明 明石　康太

14 24 大阪市役所 A 1°09’ 55” 大黒裕史 長島 潮 岡 秀哲 藤井　義昭 松木祥博

15 19 とよけし駅伝部 1°11’ 17” 中川　卓也 河原　豪 木下　彰 竹中　魁斗 小泉　海翔

16 33 桃山学院大学 1°12’ 40” 松本　柊斗 玉田　匠 新家　和馬 嫁阪　舞 西野　歩

17 28 過去の栄光 1°13’ 14” 岩本　直樹 大田　賢心 神薗 芽衣子 西山　渓斗 久須　優奈

18 6 パスカルの原理 1°13’ 24” 右田　有奈 志水　麻紗  ディユテル　   パスカル 長谷川  小夏 長谷川 味津

19 29 浪商クラブ 1°14’ 30” 高木　晴 山本　真大 原　華澄 野村　知香 成瀬　寛通

20 8 チーム梅南 1°14’ 31” 森　良太 森　飛龍 森垣　雅人 上畠　正人 廣山　純平

21 30 大阪ランナーズ 1°15’ 54” 森本　研一 長谷田　剛史 浦中　利光 飯野　　司 片山　健太

22 17 住高陸友会 1°20’ 49” 韓　忠鏞 小坂　唯斗 西矢　栄里 徳本　善久 須﨑　健太郎

23 18 ホシデンAC 1°21’ 38” 太田　正倫 中村　義夫 大江　康博 武井　孝平 森　健次

24 11 清風AC 1°21’ 48” 泉宜広 中川一希 福田正志 山本順一 渡嘉敷 義成

25 14 豚走会B 1°22’ 27” 杉浦　賢悟 上野　颯己 市来　琉斗 酒井　勇太 舩冨　充寛

26 13 豚走会A 1°24’ 49” 宮本　晃希 川西　陽太 杉林　潤一 小林　宏光 真田　晴陽

27 15 堺ファインズ 1°27’ 21” 楠　康平 諸岡　晃 來田　郁也 中園　次男 西村　拓馬

28 22 サンダーバード 1°29’ 11” 上間　理 若杉　竹嗣 木田守雅 中谷剛美 奥村昌弘

29 25 大阪市役所 B 1°29’ 43” 永岡久直 山田 厚生 中島三知子 星野　真由佳 大西　隆司

30 21 内山ジャイアン 1°30’ 27” 三原　洋平 林　達也 髙垣　啓輔 平石　光陽 板越　善則

31 2 淀ラン A 1°31’ 08” 南　　直浩 乾　多留男 小川　孝之 小澤　真美 小泉　健一

32 7 公社ランナーズ 1°32’ 46” 田守　洋介 大井　理恵 山形　裕彦 飛田　朋江 谷知　博光

DNF：途中棄権
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関西マスターズスポーツフェスティバル 高校の部
市長杯第７４回大阪市民駅伝競走大会

日時： 令和4年2月11日（祝・金）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回路

順位 NO. チ ー ム 名 記　録  1 区  2 区  3 区  4 区  5 区 

1 66 生野高A 1°02’ 35” 立野　晴士 安藤　那起 岡　優成 大島　賢人 喜多　健二

2 62 八尾高A 1°06’ 06” 馬門孝介 城野廉人 前田充輝 米澤陽平 村川貫太

3 61 大手前高 1°06’ 41” 田中　洋佑 古谷　秀実 福岡　悠也 大西　智貴 比護　智輿

4 76 大体大浪商高A 1°07’ 04” 児玉　虎太郎 梅田　和宏 望月　快風丘 利国　文音 川辺　莉子

5 68 高津高 1°07’ 24” 横峯　和輝 神藤　圭 甲谷　旭 辻　隼人 岩根サロヴァーラ ヘンリ

6 77 大体大浪商高B 1°07’ 41” 伐栗　暖人 浅田　浩大 上田　龍之介 小堀　健太 𠮷津　心雄

7 67 生野高B 1°07’ 55” 唐治谷　耕大 赤田　隼人 小林　篤史 尾形　春樹 河本　瑞華
8 71 泉陽高 1°08’ 33” 髙藤　夕真 小野寺　匠 三浦　　暁 舩越　拓海 新崎　盛真
9 72 鳳高Ａ 1°09’ 21” 橋村　隆市 坂東　諒優 濵口　昂佑 大木　陽斗 間嶋　寛希

10 65 清教学園高 1°09’ 40” 木目　新 手島　望 杉本　幸来 松崎　凌也 若林　悠斗
11 79 大産大附属高B 1°09’ 59” 荒木　奏汰 東道　佑人 竹之内　順也 八木　善大 鹿谷　柊秀
12 63 八尾高B 1°10’ 08” 中村寛 土上拓真 松浦楓 北川優菜 深山祐大
13 73 鳳高Ｂ 1°11’ 19” 佐古　大樹 藤代　春祐 細井　優冴 東　遼 鷺　壮真
14 74 阿倍野高校 1°13’ 17” 山下　皓生 松村　一輝 吉田　煌希 濵　渚紗 坂口　大晟
15 70 チーム天高 1°16’ 10” 岡 隆一 角光 廉 藤井 華音 石川 昌史 棚橋 誉高

区分：印刷（高校）
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ページ：1／1関西マスターズスポーツフェスティバル 女子の部

市長杯第７４回大阪市民駅伝競走大会

日時： 2022年2月11日（祝・金）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回路

順位 NO. チ ー ム 名 記　録  1 区  2 区  3 区  4 区  5 区 

1 49 大体大浪商高 1°05’ 10” 須田　笑瑠萌 岡本　彩花 福原　由衣 山口　祥華 𠮷津　心晶

2 47 大阪学芸高Ｂ 1°05’ 45” 森井　結菜 木村　穂乃香 松村　夏穂 福田　美華 河本　優希

3 46 大阪学芸高Ａ 1°06’ 42” 福田　心華 樋口　冬華 加藤　みづき 清水　つばさ 東照寺　綾海

4 41 大手前高 1°11’ 09” 菅原　千佳 佐藤　愛佳 穂積　莉子 中井　李 大浜　愛莉

5 42 清教学園高 1°13’ 38” 松田　陽花 尾崎　愛美 岡　咲耶 前田　夏歩 下田　優花

6 48 鳳高 1°13’ 56” 佐合　栞 荻原　桃華 宮﨑　優衣 井上　凛 真奥　麻実

区分：印刷（PM女子）
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関西マスターズスポーツフェスティバル 中学生の部
市長杯第７４回大阪市民駅伝競走大会

日時： 2022年2月11日（祝・金）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回路

順位 NO. チ ー ム 名 記　録  1 区  2 区  3 区  4 区  5 区 

1 1 今市中 0°55’ 45” 鈴木　心 中東　八六 白川　瑛士 前田　結人 長谷川　ハル

2 2 梅南中 0°58’ 01” 井上　直哉 小北　空 井本　正凪 池田　充樹 尾崎　優等

3 6 長吉西中陸上部Ａ 0°59’ 18” 岡　諒成 山内　陽輝 小西　亮 小林　颯 安養寺　洋生

4 7 長吉西中陸上部Ｂ 1°00’ 37” 綾　琉晟 赤田　悠人 川上　哉明 児玉　煌 富川　峻輔

5 3 八阪中Ａ 1°00’ 52” 高瀬　駿矢 細見　悠太 前羽　克哉 坂井　郁翔 山田　兼新

6 5 墨江丘中 1°01’ 44” 藤田　慶太 景山　駿河 古池　亮翔 石原　椋陽 荒木　久嗣

7 11 大阪三稜中 1°02’ 31” 南野  真宏 赤﨑  心 翁長  将吾 天ヶ瀬  悠斗 小林  直弘
8 4 八阪中Ｂ 1°07’ 25” 多田　健晋 山本　昇太 三松　建太 田中　勘太 森本　響
9 9 堀江中水泳部２年 1°14’ 45” 青栁　駿介 武田　総治 畠中　智基 三重　亮太郎 森　海翔

10 8 堀江中水泳部１年 1°15’ 50” 德久　康太郎 平井　智之 竹下　実 瀬本　亮祐 瀬戸　健琉

区分：印刷（中学）



関西マスターズスポーツフェスティバル 中学生女子の部
市長杯第７４回大阪市民駅伝競走大会

日時： 2022年2月11日（祝・金）

場所： ヤンマーフィールド長居及び長居公園周回路

順位 NO. チ ー ム 名 記　録  1 区  2 区  3 区  4 区  5 区 

1 72 墨江丘中 1°06’ 50” 横山　心愛 肝月　希優 山中　月帆 長尾　心倖 松葉　麗

2 71 今市中 1°20’ 56” 本埜  はずき 小川  七楓 橋本  葵 林  暖來春 五幣  楓果


