
日時 平成27年12月20日（日）　午前8：45　開会式　　午前9：00スタート

場所 二色の浜公園周回コース

主催 貝塚市陸上競技協会

後援 貝塚市教育委員会・貝塚市体育協会

コンディション（コース周辺）

時刻 気温（℃） 降水量（mm） 風向（16方位） 風速(m/s）

9:00 6.8 0.0 東 1.9

10:00 7.5 0.0 東北東 1.7

11:00 8.3 0.0 東北東 2.2

12:00 8.9 0.0 北東 1.7

大 会 会 長 寺田　伸司

技 術 総 務 丸谷　達雄

審 判 長 岩崎　　誠

第8回 二色の浜マラソン大会

ＲＥＳＵＬＴ

データ参考）気象庁レーダー（関空島）



【20ｋｍ男子の部】
＜スタート時刻＞ 10:00
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

浦口　翔伍 1 1:09:20
石井　和樹 2 1:09:27
新田　大喜 3 1:11:19
的羽　秀和 4 1:11:31
田中　正人 5 1:15:35
児玉　彰久 6 1:17:47
川端  大樹 7 1:21:18
西浦  弘展 8 1:22:15
立住　道太 9 1:24:03
大和　康久 10 1:24:28
渡邉　康起 11 1:24:30
金古　達也 12 1:24:35
松下 直行 13 1:26:33
岸本　圭司 14 1:26:36
山口 秀夫 15 1:27:01
田島　真治 16 1:28:28
稲川　恵也 17 1:28:39
平野　泰洋 18 1:29:38
竹田　晶彦 19 1:30:16
竹下　　豊 20 1:30:41
坂本 和也 21 1:32:33
樋口　悠一 22 1:35:29
山下 新太郎 23 1:36:09
角所　康幸 24 1:36:18
田中  利夫 25 1:36:56
西尾　浩幸 30 1:41:55
吉本　直 31 1:42:26
堺  浩二 32 1:42:40
大屋　仁 33 1:43:03
杉浦　伸幸 34 1:43:42
羽原　健司 35 1:44:32
小畑　昭 36 1:45:10
三宅　良矢 37 1:45:27
小倉　雅宏 38 1:46:22
浦口　敬寿 39 1:48:57
立石　光男 40 1:49:00
山中　鹿次 41 1:49:42
松尾　勝彦 42 1:49:56
和田　勇一 43 1:50:14
生嶋 貞夫 45 1:51:36
泉　良真 46 1:54:04
吉田　雅範 47 1:54:06
西村 博 48 1:54:26
岡本　勝夫 49 1:55:30
大住　渉 50 1:56:35
窪田　輝夫 51 1:57:00
泉本　仁 52 1:58:51
上西　永一 53 1:59:37
山崎　聡也 DNF
出村谷　彰彦 DNF
谷口　直治 DNF
平井　誠 DNF
平井　柾成 DNF

2015.12.20（日）



【20ｋｍ女子の部】
＜スタート時刻＞ 10:00
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

田中 由美子 1 1:22:19

浜田 浩子 2 1:30:51

堺 晶子 3 1:40:01

森　由衣 4 1:43:27

見良津　玲子 5 1:43:46

奥野 早知子 6 1:48:10

田中　佐恵子 7 1:48:40

西尾　桂子 8 1:55:48

谷口　ゆみ子 9 1:57:51

山口　文美 DNF

2015.12.20（日）



＜スタート時刻＞ 9:25
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

磯部　健 (1) 13'49"

芝山　高志 (2) 14'40"

板崎　栄治 (3) 15'07"

森脇　豊 (4) 15'27"

栗山 俊英 (5) 20'07"

井坂　陽子 (6) 23'30"

細平 大輔 OP 17'37"

＜スタート時刻＞ 9:25
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

池澤 幸頼 (1) 21'59"

【壮年40歳以上の部（４ｋｍ）】 2015.12.20（日）

【壮年60歳以上の部（４ｋｍ）】 2015.12.20（日）



【中学男子の部（４ｋｍ）】
＜スタート時刻＞ 9:25
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

下津　開生 (1) 13'31"

藤原  感太 (2) 14'05"

武田  裕貴 (3) 14'13"
木藤　貴巳 (4) 14'20"
田中 嵩純 (5) 14'29"
神原  壮琉 (6) 14'46"
宮里　龍熙 (7) 14'52"
花岡　友紀 (8) 14'56"
原　蓮真 (9) 15'01"
中森  浩太 (10) 15'24"
亀井　颯翔 (11) 15'30"
辻　省悟 (12) 15'43"
立花　広大 (13) 15'59"
井堰　拓海 (14) 16'05"
岡本　尚也 (15) 16'21"
早野　聖人　 (16) 16'21"
村上　将成 (17) 16'26"
高田　聖和 (18) 16'30"
大谷  勝樹 (19) 16'40"
片山  元貴 (20) 16'46"
樽谷  民生 (21) 16'58"
八木　仙寿 (22) 17'12"
赤坂  真生 (23) 17'20"
有馬　朋哉 (24) 17'24"
下西　秀典 (25) 17'25"
松本　暁矢 (26) 17'27"
藤原　柊斗 (27) 17'43"
大島　尚土 (28) 17'43"
下西　秀知 (29) 17'50"
林　研佑 (30) 18'05"
横河　幸太 (31) 18'09"
西村　和真 (32) 18'10"
藤阪　寛人 (33) 18'18"
岩佐　洸史 (34) 18'31"
金子　潮音 (35) 18'31"
瀬野　悠 (36) 18'52"
折田　明聖 (37) 18'53"
清井  大蔵 (38) 18'56"
山口　隼 (39) 18'56"
辻　太陽 (40) 19'01"
浦坂  尚史 (41) 19'02"
木澤　友基 (42) 19'05"
川﨑  志温 (43) 19'08"
和田　眞斗 (44) 19'10"
田崎　秀朔 (45) 19'26"
栗林　祐介 (46) 19'30"
信貴　亮哉 (47) 19'30"
田端  大夢 (48) 19'31"

2015.12.20（日）



【中学男子の部（４ｋｍ）】
＜スタート時刻＞ 9:25
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

山崎  蓮太郎 (49) 19'32"
井上  恭 (50) 19'39"
山本  真滉 (51) 19'41"
尾崎　海渡 (52) 19'42"
松岡　侑弥 (53) 19'56"
栗山 俊吾 (54) 19'58"
射場　天汰 (55) 20'30"
永井  恭平 (56) 20'44"
大中  希望 (57) 20'45"
岸上  民生 (58) 20'51"
溜池  翔 (59) 20'56"
東  真治 (60) 20'57"
加嶋　泰成 (61) 21'08"
臼井　温希 (62) 21'10"
甲田　卓也 (63) 24'04"

2015.12.20（日）



＜スタート時刻＞ 9:00
場所：二色の浜公園周回コース

No 氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

中上　紗良 (1) 7.44
秋月  夕佳 (2) 7.54
阪本  結菜 (3) 7.55
橋本　美栞 (4) 8.03
松本　莉央 (5) 8.03
中辻  恵里 (6) 8.16
松本　莉海 (7) 8.20
河﨑  杏 (8) 8.22
山本  陽菜 (9) 8.23
進藤  秋穂 (10) 8.23
駒牧  萌 (11) 8.26
植田　涼香 (12) 8.29
藤原  小梅 (13) 8.31
伊佐　桜冴 (14) 8.31
及川  櫻月 (15) 8.33
藤原  莉奈 (16) 8.34
中野　千穂 (17) 8.35
石田　真渚 (18) 8.40
大森　心 (19) 8.44
石元　美優 (20) 8.50
河瀬  わか (21) 8.50
杉原　なつ (22) 8.51
石井　琴帆 (23) 8.52
中川  彩花 (24) 8.53
尾川　瑚華 (25) 8.56
木嶋  凌 (26) 8.58
佐野　可名衣 (27) 9.01
岡本　波 (28) 9.02
奥村  のぞみ (29) 9.04
大西　歩莉 (30) 9.06
髙井　淳希 (31) 9.06
近藤  明葉 (32) 9.07
晒　みなも (33) 9.08
岩間　琴美 (34) 9.08
村井  萌乃佳 (35) 9.11
松浦　来未 (36) 9.15
山﨑  宥花 (37) 9.19
瀬川　菜月 (38) 9.23
松本　あやな (39) 9.25
堀　真都香 (40) 9.26
細江　由衣 (41) 9.28
東側　未悠 (42) 9.43
木岡  帆乃 (43) 9.43
森　梨乃 (44) 9.43
岸田　あすか (45) 9.44
山本  歩実 (46) 10.01
行  睦美 (47) 10.08
佐々木  未来 (48) 10.30
松本　有紗 (49) 10.32

【高校（中学）女子の部（２ｋｍ）】 2015.12.20（日）



＜スタート時刻＞ 9:01
場所：二色の浜公園周回コース

氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

西村　和起 (1) 7.17
石田　夏唯 (2) 7.27
和田　透輝 (3) 8.05
カーン　勇斗 (4) 8.21
齋藤　克樹 (5) 8.24
国本　丈司 (6) 8.26
谷元　將馬 (7) 8.27
下津　遥功 (8) 8.32
三島　凪 (9) 8.37
南川　勝 (10) 8.41
大西　龍斗 (11) 8.44
松本　莉空 (12) 8.48
土出　陸翔 (13) 8.55
根来　健太 (14) 8.56
橋本　昂星 (15) 8.59
井坂　涼太郎 (16) 9.01
大橋　和真 (17) 9.03
長谷川　璃空 (18) 9.04
今田　悠惺 (19) 9.11
保澤　浩暉 (20) 9.14
坂口　祐太郎 (21) 9.18
大島　汰恩 (22) 9.20
椿原　功大 (23) 9.33
田中 遥峻 (24) 9.36
南　流星 (25) 9.48
美延　元太 (26) 9.50
奥野　将陽 (27) 9.51
東川　称太 (28) 9.55
黒川　慎太朗 (29) 9.56
土出　彩翔 (30) 10.00
中谷　亮介 (31) 10.05
今和泉　善央 (32) 10.05
中野　智揮 (33) 10.09
和田　陽希 (34) 10.10
添島　巧成 (35) 10.12
直木　快 (36) 10.17
松本　莉陽 (37) 10.18
公原　七海 (38) 10.19
南　拓斗 (39) 10.21
塔筋　稟介 (40) 10.24
中原　秀悟 (41) 10.26
中川 輝二 (42) 10.29
茂野　竜河 (43) 10.31
洲崎 将馬 (44) 10.34
安田 大郎 (45) 10.40
銘苅 太翔 (46) 10.45
赤井　寛太 (47) 10.52
大瀬戸　宏彰 (48) 11.04

【小学男子の部（２ｋｍ）】 2015.12.20（日）



＜スタート時刻＞ 9:01
場所：二色の浜公園周回コース

氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

沖口　輝 (49) 11.09
池田　昂平 (50) 11.11
山田　寛大 (51) 11.40
河田 琉來 (52) 11.52
栃尾 武尊 (53) 11.55
下出　悠太 (54) 12.08
畑本　蒼宙 (55) 12.46
赤井　将太 (56) 12.46
木下　航一 (57) 12.49
杉岡　幹太 (58) 12.49
若林　和哉 (59) 12.54
石野　雄大 (60) 13.00
片岡　樹 (61) 13.02
鳥居　陽仁 (62) 13.03
塩井　一平 (63) 13.37
國行　颯希 (64) 14.15
原田　彪冴 (65) 15.08
松葉口 喜利斗 (66) 15.34

【小学男子の部（２ｋｍ）】 2015.12.20（日）



【小学生女子の部（２ｋｍ）】

＜スタート時刻＞ 9:02
場所：二色の浜公園周回コース

氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

武田　麗 (1) 7.49
西澤　茉鈴 (2) 7.50
青山　奈央 (3) 7.54
松本　瑠華 (4) 7.54
岩本　彩李 (5) 8.06
野村　知香 (6) 8.10
南　咲里 (7) 8.15
尾川　美空 (8) 8.25
池本　真歩 (9) 8.27
久松　未夏海 (10) 8.33
上原　凛 (11) 8.34
岡本 希保 (12) 8.39
岩垣　伶 (13) 8.41
榮川　遥 (14) 8.42
山本　かのん (15) 8.42
伊藤　暖留 (16) 8.43
塔筋　陽向 (17) 8.43
番匠谷　ゆう (18) 8.44
品田　明日菜 (19) 8.44
福田　純奈 (20) 8.44
松本　綾音 (21) 8.45
奈良　美陽 (22) 8.46
前田　夏歩 (23) 8.47
杉安　星莉 (24) 8.47
嘉祥寺　美波 (25) 9.11
岡本 志保 (26) 9.12
長見　佳歩 (27) 9.20
河瀬　陽月 (28) 9.20
宅田　愛実 (29) 9.21
岸本　雅 (30) 9.23
山口　夏々 (31) 9.35
大島　恵真 (32) 9.35
尾﨑　叶望 (33) 9.42
髙井　愛里 (34) 9.46
吉川　ひかり (35) 9.47
加藤　ひなり (36) 9.53
納谷　咲帆 (37) 9.58

吉川　紗璃 (38) 9.59

木本　結菜 (39) 9.59

丸山　ひより (40) 10.06

野村　　陽 (41) 10.07

芳本　梨央 (42) 10.10

永島 真 (43) 10.16

坂本　かのん (44) 10.25

兼本　真綾 (45) 10.27

秋山　愛依 (46) 10.33

松田 栞姫 (47) 10.33

2015.12.20（日）



【小学生女子の部（２ｋｍ）】

＜スタート時刻＞ 9:02
場所：二色の浜公園周回コース

氏　名 所　属 順位 記　録 コメント

長瀬 櫻子 (48) 10.34

橋爪　来夢 (49) 10.40

吉田　莉菜 (50) 10.41

今和泉　咲 (51) 10.43

カーン　紗良 (52) 10.47

永島 澄 (53) 10.56

三田　陽菜 (54) 11.00

佐藤 楓花 (55) 11.22

西尾　優芽 (56) 11.23

渡邉　はな (57) 11.26

栗山 遙菜 (58) 11.37

赤松 結菜 (59) 11.37

松尾　依茉 (60) 11.40

花岡　真希 (61) 11.55

土屋　祐奈 (62) 12.04

川口　恵梨奈 (63) 12.09

駒牧　芽衣 (64) 12.11

藤原　怜美 (65) 12.14

吉元 純鈴 (66) 12.49

井上 愛実 (67) 13.32

仲川　のどか (68) 13.32

沖 美結菜 (69) 14.07

井上 梨菜 (70) 14.13

中瀬 実 (71) 14.22

2015.12.20（日）


