
第４5 回ハーフマラソン・１０km ロードレース大会 

 

☆ 受付、開会式とスタート、表彰式について 

  受 付 ９時００分～９時４０分 キンチョウスタジアム南練習室 

      《ラジオ体操之像前に９時３５分集合》 

開会式 ９時３５分（開会式終了後、スタート地点まで移動します） 

＊ハーフと１０ｋｍのスタート地点は違います（次ページのマップ参照） 

スタート １０時００分 ハーフマラソン・１０ｋｍロードレース 同時スタート 

・５ｋごとのポイント（次ページのマップ参照） 

・ハーフ  スタート地点 ゴール地点より１,４０６.５ｍ後方 

           １周２,８１３ｍ×７周＝１９,６９１ｍ  合計２１、０９７.５ｍ 

     ・１０ｋｍ スタート地点 ゴール地点より１,５６１ｍ後方 

           ３周２,８１３ｍ×３周＝８,４３９ｍ   合計１０,０００ｍ 

表彰式 表彰対象者（各種目１～６位）確定後おこないます。 

ハーフマラソン / ①一般男子            1 位には大阪府知事賞状が贈られます 

②壮年男子(40 才以上)  1 位には大阪市長賞状が    〃   

③一般女子       1 位には大阪府知事賞状が  〃   

④壮年女子(35 才以上)  1 位には大阪市長賞状が    〃   

１０km ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ / ①一般男子       1 位には大阪府知事賞状が  〃   

②壮年男子(40 才以上)  1 位には大阪市長賞状が    〃   

③一般女子       1 位には大阪府知事賞状が  〃   

④壮年女子(35 才以上)  1 位には大阪市長賞状が    〃   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーフマラソン・１０㎞ロードレース参加集計表  

  [ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ ﾊｰﾌ 橙 色 ]    [ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 10km 紫 色] 

一 般 男 子  ﾊｰﾌ  ４５ 人    一 般 男 子  10 ㎞  ２ ４ 人  

壮 年 男 子  ﾊｰﾌ １ １０ 人    壮 年 男 子  10 ㎞  ４ ４ 人  

一 般 女 子  ﾊｰﾌ   ３ 人    一 般 女 子  10 ㎞   ８ 人  

壮 年 女 子  ﾊｰﾌ  ２３ 人    壮 年 女 子  10 ㎞  ２ １ 人  

    合 計  １ ８１ 人            合 計   ９ ７ 人   

 合計   ２７８人   



注 意 事 項 
 

 ○ 受付には、必ずご自宅に届いた「ハガキ」をお持ちください。ナンバーカード・参加賞・ 

プログラムをお渡しします。 

○ 更衣室は、受付場所のキンチョウスタジアム南練習室にあります。 

   着替えたれた手荷物など、南練習室に置いておくことは可能ですが、ロッカー等が無い 

   ため、貴重品などには十分気をつけて頂き自己責任でお願いします。 

○ 受付場所からスタート地点は少し離れておりますので、ラジオ体操之像から誘導いたし 

   ます。9 時 40 分頃から各スタート地点に誘導いたします。 

○ 給水（水・スポーツドリンク）は用意しておりますが、各自でスペシャルドリンクを用 

意される方は、ご自身で給水場所に置いて頂くようにお願いします。 

○ 競技終了後は、ランナーズチップを必ずご返却ください。紛失やご返却頂けない場合は 

   補償料 2,000 円を請求させて頂きます。 

 ○ 完走後は、ゴール地点（時計台）横で、記録証を発行しますのでお受け取りください。 

 ○ 当日の事故について応急手当以外は主催者として責任はもてませんので、くれぐれも周 

   りの人達に気をつけて走ってください。ランナーは他の選手や入園者の迷惑になるよう 

な行為 (ノボリ旗等を持っての走行や主催者危険と判断した行為) を禁止します。 

会場は貸切ではございませんのでマナー厳守でお願いします。万が一、来園者との接触 

やトラブルが発生した場合はすみやかに大会本部まで連絡下さい。 

   また、体調の優れない場合はすぐに近くのスタッフに声をかけるなど、無理をして競技 

   を続けないようにお願いいたします。 

〇 後日、競技成績は、新日本スポーツ連盟大阪府連盟のホームページに掲載する予定です。 

 〇 大会役員が、写真やビデオ撮影しますが宣伝物やホームページ・facebook 等に使用します。 

 〇 大会当日、雨天や雪の場合でも基本的に大会は開催いたします。 ただし、台風や大雪の 

ような荒天の場合は、大会主催者の判断または施設運営者の判断で中止とさせていただく 

場合もございます。(当日の天候は関係なく)施設運営者の判断により中止にする場合もご 

ざいます。中止の場合は出来るだけ早くホームページにてご案内させていただきます。 

荒天により大会が中止になった場合、大会主催者の判断または施設運営者の判断により中 

止になった場合、参加費の返金は致しません。くれぐれもご了承ください。 

○ゴミは各自でお持ち帰りください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ】 
５km・・・スタート地点から１周と『５ｋｍ』のところ 

１０km・・・スタート地点から３周と『１０ｋｍ』のところ 

１５km・・・スタート地点から５周と『１５ｋｍ』のところ 

２０km・・・スタート地点から７周と『２０ｋｍ』のところ 

受付場所 
ｷﾝﾁｮｳｽﾀｼﾞｱﾑ１階南練習室 

 
ﾊｰﾌ･ｽﾀｰﾄ地点 

 
５ｋｍ 

 
１０ｋｍ 

 
１５ｋｍ 

 
２０ｋｍ 

 
５ｋｍ 

 
10km･ｽﾀｰﾄ地点 

 
ラジオ体操之像 

 ゴール地点(時計台) 

 給水 

【10ｋｍロードレース】 
５km・・・スタート地点から１周と『５ｋｍ』のところ 

 
５ｋｍ 

５ｋｍ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. age No. age

1 白井 淳平 35 大阪市 101 櫻井 良男 67 五條市

2 北尾　雅博 33 吹田市 102 逸見 省三 75 堺市
3 会田 卓也 30 三重県 103 平畑 國勝 ？ 泉南市

4 皆越　晃 30 神戸市 104 西田 雄祐 63 羽曳野市
5 岡本 知也 25 松原市 105 道林 明彦 62 岸和田市

6 松田　了 25 西宮市 106 上方 勝則 59 八幡市
7 前田 拓也 24 大阪市 107 富永 秀彦 57 池田市

8 阿部　滉平 24 埼玉県 108 西村 公志 56 岸和田市
9 中辻 孝太 24 和歌山市 109 曽根川 光男 55 八尾市

10 山下　大樹 23 伊丹市 110 島田 博行 52 大阪市

11 佐藤 雅也 20 箕面市 111 若林 邦彦 51 枚方市
12 多賀谷 一志 16 群馬県 112 金澤 信一 50 五條市

13 野寺 壯 17 相楽郡 113 山田 文博 50 大阪市
14 井上 浩太朗 17 生駒郡 114 木村 一哉 48 奈良市

15 黒木 信吾 17 北葛城郡 115 高野 修一 47 堺市
16 栄山 純平 21 奈良市 116 中西 浩一 44 大阪市

17 長澤 岳 23 泉大津市 117 中川 優 44 堺市
18 影山 直稀 23 茨木市 118 河本 浩昭 43 大阪市

19 山崎 佑斗 23 亀山市 119 翁長 裕二 42 沖縄県
20 中橋 史裕 26 御所市 120 水野 隆史 41 堺市

21 甲斐 こーき 26 豊中市 121 白山　峰 41 尼崎市

22 多田 翔 26 岸和田市 122 井上 貴之 40 和泉市
23 栗山 隼也 26 大阪市 123 森川 友道 40 豊中市

24 宮本 拓磨 27 大和高田市 124 中田 昭 40 奈良市
25 佐竹 裕人 27 川西市 125 湊谷 哲也 40 橿原市

26 花田 光司 28 大阪市 126 水野 宅郎 40 河内長野市
27 荒川 凱斗 28 大阪市 127 山名 康史 41 姫路市

28 栗山 哲也 28 大阪市 128 安藤 善章 41 茨木市
29 川見 真人 31 東大阪市 129 小畑 喜隆 41 泉佐野市

30 山口 大輔 31 大阪市 130 森本 浩文 41 堺市
31 了源 弘太郎 32 宝塚市 131 三好 貴之 41 岡山市

32 笠川 康平 32 勝山市 132 南條 千人 42 京都市

33 池端 哲也 32 伊丹市 133 有馬 誠生 43 吹田市
34 小林 慧 32 大阪市 134 山下 太一 43 大阪市

35 中村 洋 32 八尾市 135 宗 孝信 43 大阪市
36 木下 大輔 34 生駒郡 136 中田 宗克 43 堺市

37 上坂 麻樹 35 神戸市 137 浅利 忠之 43 尼崎市
38 酒井 藤太 36 淡路市 138 高橋 和英 44 西宮市

39 久米 啓晶 37 大和高田市 139 清島 隆之 44 川西市
40 村上 峰一 37 豊中市 140 新 光輝 44 門真市

41 案志 康永 37 和歌山市 141 西村 竜也 44 京田辺市

42 藤原 潤 37 大阪市 142 江種 正樹 44 福山市
43 牧之瀬 大介 39 大阪市 143 間 茂 45 大阪市

44 戸川 博司 39 世田谷区 144 佐川 弘 45 和泉市
45 田村 嘉基 23 大阪市 145 清原 洋人 45 泉南郡

146 山西 弘樹 45 大阪市
147 石井 貴 45 枚方市

148 中島 静一 46 大阪市
149 木村 英二 46 大津市

150 福田 吉治 46 泉大津市

★　男子壮年の部　★

【ハーフ】　出　場　選　手　一　覧　表

★　男子一般の部　★
出身地 出身地氏　　名 氏　　名



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. age No. age

151 瀧本 悦功 46 岸和田市 201 北川 和彦 61 枚方市

152 望月 憲一郎 46 寝屋川市 202 横山 信吾 61 大和高田市
153 河本 浩 46 大阪市 203 中野 恵史 62 高槻市

154 内山 敦博 46 大阪市 204 新井 栄一 62 川辺郡
155 森田 康博 47 京都市 205 原 邦夫 63 京都市

156 吉山 浩明 47 西宮市 206 松本 修 64 高槻市
157 小川 哲平 47 和歌山市 207 桶田 高史 64 泉佐野市

158 加藤 隆 47 三田市 208 小久保 映冶 70 神戸市
159 杉本 忠義 47 高砂市 209 小玉 正信 71 北九州市

160 三原 茂生 48 大阪市 210 打越 洋平 40 堺市
161 前田 佳蔵 48 神戸市

162 久次米 正弘 48 貝塚市

163 奥田 孝太郎 48 京都市
164 藤岡 誠悟 48 松原市

165 林 尚樹 49 三重郡 No. age
166 福住 康幸 49 和泉市 301 伊原　ゆり 29 大阪市

167 石津 克也 49 豊中市 302 三橋 舞子 23 三重郡
168 北村 寿夫 49 羽曳野市 303 高木 祐紀 26 長岡京市

169 東芝 昌樹 50 大阪市
170 渡辺 浩教 50 大阪市

171 柳生 宗一 50 堺市
172 九門 秀行 50 東大阪市

173 大谷 司 51 神戸市 No. age

174 小林 宏明 51 大阪市 401 後藤　雅代 45 大阪市
175 小川 省一 51 大阪市 402 平畑　緯子 ？ 泉南市

176 木村 一明 52 名古屋市 403 武田　久美子 56 高槻市
177 小畠 靖 52 羽曳野市 404 松野　真由美 59 高槻市

178 本田 孝雄 53 西宮市 405 仁尾　和美 46 大阪市
179 安田 雅章 53 岸和田市 406 東川内　八恵子 40 大阪市

180 垣内 大輔 53 吹田市 407 井上　美希 39 大阪市
181 宮田 利明 53 茨木市 408 中谷 京子 57 大和郡山市

182 林 新一 54 箕面市 409 井上 美香子 54 芦屋市
183 砂川 寛光 54 堺市 410 岡田 昭子 59 藤井寺市

184 鎌江 照夫 55 大阪市 411 中村 真奈 54 京都市

185 村上 良明 55 堺市 412 柏本 鈴子 64 柏原市
186 宇津 貴 55 柏原市 413 北川 晃子 39 津市

187 松下 光雄 55 東かがわ市 414 藤司 尚子 39 神戸市
188 出口 啓司 55 相楽郡 415 新郷 妙 55 神戸市

189 中松 伸吾 55 大阪市 416 吉本 雅美 39 神戸市
190 中村 光一 56 豊中市 417 梅本 春菜 30 藤井寺市

191 奥村 隆司 56 三田市 418 岸本 千佳代 47 枚方市
192 斉藤 浩司 56 堺市 419 北川 尚子 53 堺市

193 山田 豊 56 京都市 420 鈴木 里香 46 神戸市
194 近藤 正嗣 56 大阪市 421 横井 朝子 30 枚方市

195 香川 光昭 57 豊中市 422 中尾 良江 39 大阪市

196 山岡 博之 57 松原市 423 井畑 知佳 39 岸和田市
197 長尾 章 57 泉大津市

198 中野 靖 60 堺市
199 渡部 修司 61 大阪市

200 中谷 晋 61 大和郡山市

氏　　名 出身地

氏　　名 出身地

★　女子壮年の部　★

氏　　名 出身地

★　女子一般の部　★

氏　　名 出身地
★　男子壮年の部　★

【ハーフ】　出　場　選　手　一　覧　表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. age No. age
1001 助野 恵大朗 16 箕面市 1128 内田 忠雄 53 伊勢市
1002 大門 遼馬 16 箕面市 1129 児倉 静二 70 奈良市
1003 森川 雄太 16 箕面市 1130 宮田 安啓 47 磯城郡
1004 中末 航大朗 16 箕面市 1131 若狭 俊一 44 池田市
1005 中川 拓己 15 箕面市 1132 北門 宏之 54 大和郡山市
1006 豊嶋 淳也 15 箕面市 1133 新居 健 53 京都市
1007 辻井 貴弘 32 堺市 1134 三好 貴也 51 徳島市
1008 久保田 孝陽 27 大阪市 1135 後藤 安史 62 神戸市
1009 谷口 勇貴 26 堺市 1136 赤坂 吉観 45 和泉市
1010 島田 卓弥 24 堺市 1137 山下 修一 52 大阪市
1011 沖 　大我 21 吹田市 1138 馬迫 文麿 53 大阪市
1012 五十嵐 大和 20 吹田市 1139 濱中 亨 47 川辺郡
1013 藤原 啓史 19 泉南郡 1140 ワトソン マーク 50 京都市
1014 松岡 岳希 17 泉佐野市 1141 河田 晃 40 姫路市
1015 楫本 智司 36 和歌山市 1142 杉山 健太郎 41 姫路市
1016 萱野 勝也 38 高石市 1143 竹内 聡史 44 奈良市
1017 瀬川 幹雄 35 大阪市 1144 藤井 信久 51 大阪市
1018 鈴木 啓太 24 和泉市
1019 下島 貢一 30 門真市
1020 山地 良樹 38 尼崎市 No. age
1021 澁谷 純輝 24 京都市 1201 加藤　由梨亜 29 堺市
1022 中田 大地 20 西宮市 1202 村井　紗耶 24 吹田市
1023 渡邉 浩二 39 吹田市 1203 纐纈　景子 24 大阪市
1024 南 郁宏 30 大阪市 1204 鈴木　みどり 23 大阪市

1205 西田　彩葉 23 大阪市
1206 譚　嫣媚 22 豊中市

No. age 1207 土井　亜香里 22 大阪市
1101 入江　清 69 和泉市 1208 多鹿 綾花 26 吹田市
1102 池田　勲 47 近江八幡市
1103 斎中　守 ？ 徳島県
1104 森　謙治 53 岐阜県 No. age
1105 宮内 良祐 71 大和郡山市 1301 東條　節子 ？ 堺市
1106 武藤 文紀 ？ 堺市 1302 房野　トヨ子 ？ 大和郡山市
1107 葭田 敏弘 80 和泉市 1303 岸本　美知子 ？ 尼崎市
1108 北條 泰光 54 八尾市 1304 平松　陽子 46 摂津市
1109 福原 浩修 61 神戸市 1305 堀井　たまみ 59 京都市
1110 本並 伸康 50 堺市 1306 孫　美花 53 大阪市
1111 本並 宏朗 52 堺市 1307 木山　由紀子 50 八尾市
1112 野田 誠治 64 枚方市 1308 大前　経姫 41 堺市
1113 豊岡 満男 59 長岡京市 1309 北島　幸恵 40 大阪市
1114 松岡 宜史 52 泉佐野市 1310 南野　景子 33 東大阪市
1115 岩下　仁 51 兵庫県 1311 吉田 美樹 40 東大阪市
1116 山田 昌則 51 茨木市 1312 百田 智晶 42 堺市
1117 北村 直孝 46 大阪市 1313 矢野 由美子 43 大阪市
1118 大西 洋輝 42 大阪市 1314 山内 美紀 37 伊丹市
1119 對川 大輔 42 大阪市 1315 藤井 友美 40 揖保郡
1120 前田 大佐 40 八尾市 1316 山下 真理恵 31 堺市
1121 田中 康日古 72 堺市 1317 蔵ノ内 由香 41 奈良市
1122 宮本 武史 41 神戸市 1318 石田 由紀 35 大阪市
1123 高橋 信裕 50 堺市 1319 小山 美佐子 49 大阪市
1124 笠 洋二郎 64 豊中市 1320 吉田 美砂 46 大阪市
1125 茂腹 芳信 67 伊丹市 1321 角安 麻子 45 堺市
1126 今枝 康伊 65 奈良市
1127 伊藤 雅章 48 大阪市

氏　　名 出身地

出身地

【１０km】　出　場　選　手　一　覧　表

氏　　名 出身地

★　男子壮年の部　★
氏　　名 出身地

★　女子一般の部　★
氏　　名

★　男子一般の部　★
氏　　名 出身地

★　女子壮年の部　★


