
日時：平成28年1月17日（日）

場所：二色の浜公園周回コース

主催：貝塚市教育委員会・貝塚市体育協会

主管：貝塚市陸上競技協会

天候：晴れ

気温 降水量 風向 風速

9時 5.2 0.0 東北東 4.6

10時 6.5 0.0 東北東 4.6

11時 8.6 0.0 東北東 3.7

12時 9.3 0.0 北東 4.5

＊参考データ…気象庁ＨＰ　関空島

寺田　伸司

平成27年度
第57回貝塚市民駅伝競走大会

記録集

開会式 9:20

スタート 9:40

技術・総務 丸谷　達雄

審判長 岩崎　　誠

＊コース周辺ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

表彰式・閉会式 11:40

大会会長 宇野　榮郎

大会委員長



部 記録 大会名

中学男子 1:08:58 第４9回大会 2008.1.6

一般男子 1:07:42 第36回大会 1995.1.22

女子 47:38 第49回大会 2008.1.6

小学生 47:20 第41回大会 2000.1.16

【歴代区間記録】

区 １区 ２区 ３区 4区 ５区 ６区

距離 （４ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （４ｋｍ） （４ｋｍ） （４ｋｍ）

氏　名 山口洋介 新田大喜 池田健祐 岡　達也 山路　富 山路　富

所　属 貝塚四中 貝塚四中 貝塚四中 貝塚四中 貝塚四中 貝塚四中

記　録 13:25 6:35 6:26 13:36 13:59 13:51

大会名 第49回 第46回 第50回 第49回 第49回 第50回

区 １区 ２区 ３区 4区 ５区 ６区

距離 （４ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （４ｋｍ） （４ｋｍ） （４ｋｍ）

氏　名 川井謙太郎 井上達史 川瀬　岳 新田大喜 久礼 川井謙太郎

所　属 貝塚ｱｽﾘｰﾄ 貝塚ｱｽﾘｰﾄ 貝塚高校 貝勝会 貝塚ｱｽﾘｰﾄ 貝塚ｱｽﾘｰﾄ

記　録 12:55 6:28 6:37 13:25 12:47 13:03

大会名 第37回 第36回 第55回 第53回 第37回 第36回

区 １区 ２区 ３区 4区 ５区

距離 （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ）

氏　名 中西　未海 平井優花 岩木理奈 進藤　秋穂 長濱京香 村井

所　属 貝塚1中 貝塚４中 貝塚４中 貝塚３中 貝塚1中 貝塚２中

記　録 7:20 7:35 7:37 7:55 7:51 7:31

大会名 第56回 第51回 第46回 第57回 第55回 第40回

区 １区 ２区 ３区 4区 ５区 ６区

距離 （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ） （２ｋｍ）

氏　名 白井良平 山田　尭 吉田秀平 大西広夢 川﨑　竜 小松勇介

所　属 貝塚JC 貝塚JC 貝塚JC ﾀﾞｲﾊｰﾄﾞ永寿 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室 貝塚JC

記　録 7:12 7:25 7:21 7:43 7:43 7:03

大会名 第4１回 第4１回 第5１回 第54回 第56回 第4１回

【中学男子の部】

【一般男子の部】

【女子の部】

【小学生の部】

【歴代大会記録】

チーム名

貝塚第四中学校

貝塚アスリートクラブ

貝塚第四中学校

ランニング教室A



順 位 記録 備考 順 位 記録 備考

1 位 貝塚高校陸上男子チーム 1:10:34 1 位 貝塚三男子Ａ 1:16:27

2 位 貝塚ランニングクラブＡ 1:17:06 2 位 貝塚一男Ａ 1:17:36

3 位 貝塚高校サッカー部 1:19:52 3 位 貝塚二中陸上部Ａ 1:18:44

4 位 貝塚高等学校硬式野球部 1:28:08 4 位 貝四中Ａ 1:23:48

5 位 貝塚ランニングクラブＢ 1:34:56 5 位 二中サッカー部Ａ 1:26:15

6 位 二中の愉快な仲間たち 1:43:11 6 位 貝塚一男Ｂ 1:28:52

順 位 記録 備考 順 位 記録 備考

1 位 貝塚三女子Ａ 48:39 1 位 泉州アップル陸上クラブA 49:09

2 位 貝塚一女Ａ 49:33 2 位 木島小学校A 51:35

3 位 貝塚三女子Ｂ 51:31 3 位 泉州アップル陸上クラブB 51:43

4 位 貝四中Ａ 52:49 4 位 貝塚JC　ﾚｯﾄﾞ 53:03

5 位 陸上＆先生貝塚チーム 54:19 5 位 貝塚JC　ﾌﾞﾙｰ 53:36

6 位 貝塚二中陸上部Ａ 55:19 6 位 貝塚JC　ｲｴﾛｰ 57:44

女子の部(12km/6区） 小学生の部(12km/6区）

チーム名 チーム名

第57回貝塚市民駅伝競走大会【総合】成績表　　　　　平成28年１月17日（日）　二色の浜公園周回コース

【チーム総合成績】

一般男子の部(20km/6区） 中学男子の部(20km/6区）

チーム名 チーム名



【区間優勝者】

区分 第１区（４ｋｍ） 第２区（２ｋｍ） 第３区（２ｋｍ） 第４区（４ｋｍ） 第５区（４ｋｍ） 第６区（４ｋｍ）

氏名 岡野　勇太 谷口　晴紀 大西　貴志 元田　洸太郎 宇都宮　涼 児玉　彰久

所属 貝塚高校陸上男子チーム 貝塚高校陸上男子チーム 貝塚高校陸上男子チーム 貝塚高校陸上男子チーム 貝塚高校陸上男子チーム 貝塚ランニングクラブＡ

記録 13:28 7:09 6:44 14:00 14:07 14:52

氏名 藤原　感太 辻　省悟 片山　元貴 武田　祐貴 井堰　拓海 中森  浩太

所属 貝塚三男子Ａ 貝塚二中陸上部Ａ 貝塚三男子Ａ 貝塚三男子Ａ 貝塚一男Ａ 貝四中Ａ

記録 14:04 7:42 7:58 14:28 15:48 15:09

区分 第１区（２ｋｍ） 第２区（２ｋｍ） 第３区（２ｋｍ） 第４区（２ｋｍ） 第５区（２ｋｍ） 第６区（２ｋｍ）

氏名 中西　未海 中上　紗良 植田　涼香 進藤　秋穂 駒牧　萌 山本　ちひろ

所属 貝塚一女Ａ 貝塚一女Ａ 貝塚一女Ａ 貝塚三女子Ａ 貝塚三女子Ａ 陸上＆先生貝塚チーム

記録 7:27 7:41 8:25 7:55 8:08 7:46

氏名 武田　麗 梅本　泰成 野村　知香 山本　かのん 尾川　美空 南　咲里

所属 泉州アップル陸上クラブ 木島小学校 泉州アップル陸上クラブ 泉州アップル陸上クラブ 泉州アップル陸上クラブ 泉州アップル陸上クラブ

記録 7:48 8:03 7:55 8:38 8:28 8:11

第57回貝塚市民駅伝競走大会【区間別】成績表　　　　　平成28年１月17日（日）　二色の浜公園周回コース

一般男子の部

中学男子の部

女子の部

小学生の部

区間新 



順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚高校陸上男子チーム 1:10'34" (1) 13.28 (1) 7.09 (1) 6.44 (1) 14.00 (1) 14.07 (2) 15.06

(1) 20.37 (1) 27.21 (1) 41.21 (1) 55.28 (1) 1.10.34

2 貝塚ランニングクラブＡ 1:17'06" (2) 14.15 (4) 8.47 (2) 6.47 (3) 15.51 (3) 16.34 (1) 14.52

(2) 23.02 (2) 29.49 (2) 45.40 (2) 1.02.14 (2) 1.17.06

3 貝塚高校サッカー部 1:19'52" (3) 16.24 (2) 7.37 (3) 7.34 (2) 15.43 (4) 16.49 (3) 15.45

(3) 24.01 (3) 31.35 (3) 47.18 (3) 1.04.07 (3) 1.19.52

4 貝塚高等学校硬式野球部 1:28'08" (4) 18.48 (3) 8.09 (4) 7.37 (5) 17.23 (2) 16.25 (5) 19.46

(4) 26.57 (4) 34.34 (4) 51.57 (4) 1.08.22 (4) 1.28.08

5 貝塚ランニングクラブＢ 1:34'56" (5) 19.29 (6) 9.27 (6) 10.06 (4) 17.04 (5) 20.09 (4) 18.41

(5) 28.56 (5) 39.02 (5) 56.06 (5) 1.16.15 (5) 1.34.56

6 二中の愉快な仲間たち 1:43'11" (6) 20.17 (5) 9.22 (5) 9.56 (6) 19.14 (6) 22.24 (6) 21.58

(6) 29.39 (6) 39.35 (6) 58.49 (6) 1.21.13 (6) 1.43.11

第57回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (一般男子の部)
開催日: 平成28年1月17日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区

岡野　勇太 谷口　晴紀 大西　貴志 元田　洸太郎 宇都宮　涼 花王　海斗

田中　正人 中西　孝允 見良津　智大 瀧口　直弘 竹下　豊 児玉　彰久

三宅　好輝 松井　魁星 桝谷　健人 池上　承太郎 松下　龍太 津田　悠哉

又賀　渉 亀浜　悠斗 枚村　晋 村井　雄大 寺本　和磨 三浦　杏祐

出原　健 角谷　彰三 川田　武司 見良津　兼美 小倉　雅宏 野呂　暁男

小谷　奏詞 金持　直樹 桂　明宏 西出　佳央 川端　亮平 岩本　成正



順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚三男子Ａ 1:16'27" (1) 14.04 (3) 8.05 (1) 7.58 (1) 14.28 (4) 16.32 (2) 15.20

(1) 22.09 (1) 30.07 (1) 44.35 (1) 1.01.07 (1) 1.16.27

2 貝塚一男Ａ 1:17'36" (2) 14.30 (6) 8.23 (4) 8.27 (2) 14.36 (1) 15.48 (3) 15.52

(3) 22.53 (3) 31.20 (2) 45.56 (2) 1.01.44 (2) 1.17.36

3 貝塚二中陸上部Ａ 1:18'44" (3) 14.48 (1) 7.42 (5) 8.32 (3) 15.30 (3) 16.07 (4) 16.05

(2) 22.30 (2) 31.02 (3) 46.32 (3) 1.02.39 (3) 1.18.44

4 貝四中Ａ 1:23'48" (4) 15.04 (5) 8.10 (15) 10.45 (9) 18.05 (5) 16.35 (1) 15.09

(4) 23.14 (5) 33.59 (4) 52.04 (4) 1.08.39 (4) 1.23.48

5 二中サッカー部Ａ 1:26'15" (13) 20.29 (2) 7.43 (2) 8.09 (4) 16.35 (2) 15.58 (6) 17.21

(11) 28.12 (11) 36.21 (7) 52.56 (5) 1.08.54 (5) 1.26.15

6 貝塚一男Ｂ 1:28'52" (7) 16.38 (6) 8.23 (10) 9.23 (6) 17.40 (12) 19.31 (5) 17.17

(6) 25.01 (6) 34.24 (4) 52.04 (8) 1.11.35 (6) 1.28.52

7 貝塚一男Ｃ 1:28'58" (9) 17.09 (9) 8.35 (9) 9.09 (10) 18.10 (6) 17.43 (11) 18.12

(8) 25.44 (8) 34.53 (8) 53.03 (6) 1.10.46 (7) 1.28.58

8 ジャンバー 1:30'23" (6) 16.37 (12) 9.28 (13) 9.55 (5) 17.34 (8) 18.38 (10) 18.11

(9) 26.05 (9) 36.00 (9) 53.34 (9) 1.12.12 (8) 1.30.23

9 貝塚三男子Ｂ 1:30'42" (8) 17.08 (8) 8.30 (7) 9.01 (8) 17.49 (9) 18.45 (13) 19.29

(7) 25.38 (7) 34.39 (6) 52.28 (7) 1.11.13 (9) 1.30.42

10 貝塚一男Ｄ 1:33'27" (11) 19.43 (14) 10.05 (11) 9.25 (7) 17.48 (7) 18.25 (8) 18.01

(13) 29.48 (13) 39.13 (12) 57.01 (10) 1.15.26 (10) 1.33.27

11 貝塚二中陸上部Ｂ 1:37'12" (5) 15.17 (11) 9.16 (6) 8.47 (16) 22.25 (14) 21.28 (14) 19.59

(5) 24.33 (4) 33.20 (11) 55.45 (11) 1.17.13 (11) 1.37.12

12 二中サッカー部Ｃ 1:37'35" (14) 20.30 (13) 10.03 (14) 10.31 (11) 19.14 (10) 19.22 (7) 17.55

(14) 30.33 (14) 41.04 (14) 1.00.18 (12) 1.19.40 (12) 1.37.35

13 貝塚一男Ｆ 1:37'56" (10) 18.03 (10) 8.57 (8) 9.06 (13) 19.31 (16) 24.12 (9) 18.07

(10) 27.00 (10) 36.06 (10) 55.37 (13) 1.19.49 (13) 1.37.56

14 二中サッカー部Ｂ 1:38'28" (12) 20.11 (4) 8.06 (12) 9.51 (15) 21.30 (13) 20.24 (12) 18.26

(12) 28.17 (12) 38.08 (13) 59.38 (14) 1.20.02 (14) 1.38.28

15 貝塚三男子Ｃ 1:43'10" (16) 23.39 (16) 10.55 (3) 8.12 (12) 19.19 (10) 19.22 (15) 21.43

(16) 34.34 (15) 42.46 (15) 1.02.05 (15) 1.21.27 (15) 1.43.10

宇谷と亀井 (15) 20.31 (15) 10.46 (16) 13.35 (14) 20.37 (15) 23.02

(15) 31.17 (16) 44.52 (16) 1.05.29 (16) 1.28.31

第57回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (中学男子の部)
開催日: 平成28年1月17日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区

藤原　感太 伊藤　秀太 片山　元貴 武田　祐貴 大谷　勝樹 神原　壮琉

木藤　貴巳 藤阪　寛人 大原　和馬 宮里　龍熙 井堰　拓海 木澤　友基

花岡　友紀 辻　省悟 早野　聖人 西村　和真 原　蓮真 立花　広大

亀井  颯翔 備中  海斗 竹中  駿 竹末  雄一郎 村上　将成 中森  浩太

溝端　太悟 宮下　和也 河野　蒼 安岡　佐介 米津　諒平 中谷　秀之

下西　秀典 折田　明聖 田崎　秀朔 林　研佑 下西　秀知 村上　幸佑

有馬　朋哉 射場　天汰 加嶋　泰成 竹田　丈 松本　暁矢 岩佐　洸史

西田　大吾 中尾　晃基 植田　貴也 別所　陽希 尾矢　風斗 橘　昂希

赤坂　真生 田端　大夢 溜池　翔 樽谷　民生 浦坂　尚史 川﨑　志温

上田　章太 甲田　卓也 臼井　温希 金子　潮音 東　佳隆 辻　太陽

川﨑　竜 中西　二一 室巻　諒太 山脇　隆太 山口　禄士 田中　弘祐

涌井　誠 縣　青空 島田　勇輝 高石　優真 倉村　颯麻 水元　龍之介

横河　幸太 竹原　一晴 松岡　侑弥 松下　洋 山口　隼 畠中　太郎

仲田　圭助 山口　竜太郎 牧　星斗 中　悠真 根来　蓮 中田　貫太

井上　恭 岸上　民生 山﨑　蓮太郎 山本　真滉 海老原　勇吾 東　真治

中屋敷　貴久 前田　健汰 家門　司 兒島　幹太 宇谷　卓真



順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚三女子Ａ 48'39" (5) 8.07 (2) 7.44 (2) 8.27 (1) 7.55 (1) 8.08 (3) 8.18

(2) 15.51 (2) 24.18 (2) 32.13 (1) 40.21 (1) 48.39

2 貝塚一女Ａ 49'33" (1) 7.27 (1) 7.41 (1) 8.25 (3) 8.26 (2) 8.46 (5) 8.48

(1) 15.08 (1) 23.33 (1) 31.59 (2) 40.45 (2) 49.33

3 貝塚三女子Ｂ 51'31" (4) 8.05 (4) 8.45 (3) 8.29 (2) 8.25 (4) 8.56 (7) 8.51

(4) 16.50 (4) 25.19 (3) 33.44 (3) 42.40 (3) 51.31

4 貝四中Ａ 52'49" (3) 7.50 (3) 8.38 (4) 8.49 (6) 9.22 (8) 9.59 (2) 8.11

(3) 16.28 (3) 25.17 (4) 34.39 (4) 44.38 (4) 52.49

5 陸上＆先生貝塚チーム 54'19" (2) 7.42 (11) 10.31 (5) 8.50 (11) 10.42 (3) 8.48 (1) 7.46

(8) 18.13 (6) 27.03 (7) 37.45 (6) 46.33 (5) 54.19

6 貝塚二中陸上部Ａ 55'19" (6) 8.12 (4) 8.45 (7) 9.13 (9) 9.56 (13) 10.54 (4) 8.19

(5) 16.57 (5) 26.10 (5) 36.06 (7) 47.00 (6) 55.19

7 貝塚二中陸上部Ｂ 55'52" (8) 8.30 (8) 9.34 (11) 10.02 (6) 9.22 (5) 9.02 (8) 9.22

(7) 18.04 (8) 28.06 (6) 37.28 (5) 46.30 (7) 55.52

8 貝塚高校女子バスケ部 56'07" (7) 8.18 (7) 9.07 (10) 9.59 (12) 10.48 (6) 9.07 (5) 8.48

(6) 17.25 (7) 27.24 (8) 38.12 (8) 47.19 (8) 56.07

9 貝塚一女Ｂ 57'58" (11) 9.48 (9) 9.43 (6) 9.06 (8) 9.54 (9) 10.05 (8) 9.22

(9) 19.31 (9) 28.37 (10) 38.31 (9) 48.36 (9) 57.58

10 貝塚三女子Ｃ 58'39" (13) 10.46 (6) 8.55 (8) 9.36 (4) 8.56 (12) 10.53 (10) 9.33

(10) 19.41 (10) 29.17 (9) 38.13 (10) 49.06 (10) 58.39

11 貝塚ランニングクラブ 59'02" (9) 8.59 (13) 11.41 (9) 9.43 (5) 9.02 (7) 9.54 (11) 9.43

(12) 20.40 (11) 30.23 (11) 39.25 (11) 49.19 (11) 59.02

12 硬式テニス部１年 1:02'17" (10) 9.34 (10) 10.23 (12) 10.59 (10) 10.13 (11) 10.32 (13) 10.36

(11) 19.57 (12) 30.56 (12) 41.09 (12) 51.41 (12) 1.02.17

13 硬式テニス部２年 1:04'11" (12) 9.56 (12) 11.28 (13) 11.02 (13) 11.13 (10) 10.13 (12) 10.19

(13) 21.24 (13) 32.26 (13) 43.39 (13) 53.52 (13) 1.04.11

第57回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (女子の部)
開催日: 平成28年1月17日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区

河﨑　杏 秋月　夕佳 中辻　恵里 進藤　秋穂 駒牧　萌 藤原　小梅

中西　未海 中上　紗良 植田　涼香 岡本　波 晒　みなも 瀬川　菜月

山本　陽菜 及川　櫻月 藤原　莉奈 河瀬　わか 中川　彩花 木嶋　凌

坂本　結菜 伊佐　桜冴 松浦　未来 尾川　瑚華 岩間　琴美 田代　七都乃

岸本　真友 中村　柚月 木村　彩夏 河本　陏子 前田　千佳 山本　ちひろ

松本　莉央 中野　千穂 堀　真都香 香山　桜 橋本　美栞 大原　梨代

大西　歩莉 杉原　なつ 松本　有沙 大森　心 高井　淳希 貝塚　花子

水野　穂波 南　桃香 山岸　千花 石橋　彩香 植田　麻友美 中根　亜美

佐野　可名衣 清水　綾那 岸田　あすか 東側　未悠 細江　由衣 森　梨乃

佐々木　未来 添島　桃香 奥村　のぞみ 近藤　明菜 村井　萌乃佳 山﨑　宥花

佐竹　みつる 青木　和恵 楠本　尚子 品田　裕子 谷口　ゆみ子 見良津　玲子

井上　栞 川﨑　絢乃 仁部　紅音 藤野　星那 神藤　夢菜 西郷　夏音

彌園　夏希 井上　莉奈 住吉　真美 麻生川　玲菜 松井　海結 山口　朋笑



順位 チーム名 総合タイム

1 泉州アップル陸上クラブA 49'09" (1) 7.48 (2) 8.07 (1) 7.55 (2) 8.40 (1) 8.28 (1) 8.11

(1) 15.55 (1) 23.50 (1) 32.30 (1) 40.58 (1) 49.09

2 木島小学校A 51'35" (2) 8.03 (1) 8.03 (3) 8.46 (5) 9.08 (3) 8.51 (3) 8.44

(2) 16.06 (2) 24.52 (2) 34.00 (3) 42.51 (2) 51.35

3 泉州アップル陸上クラブB 51'43" (5) 8.30 (3) 8.23 (2) 8.29 (1) 8.38 (2) 8.38 (4) 9.05

(3) 16.53 (3) 25.22 (2) 34.00 (2) 42.38 (3) 51.43

4 貝塚JC　ﾚｯﾄﾞ 53'03" (4) 8.23 (5) 9.10 (5) 9.23 (3) 8.55 (4) 8.54 (2) 8.18

(5) 17.33 (5) 26.56 (5) 35.51 (5) 44.45 (4) 53.03

5 貝塚JC　ﾌﾞﾙｰ 53'36" (3) 8.19 (4) 8.47 (4) 8.58 (4) 8.57 (5) 9.24 (5) 9.11

(4) 17.06 (4) 26.04 (4) 35.01 (4) 44.25 (5) 53.36

6 貝塚JC　ｲｴﾛｰ 57'44" (6) 9.15 (7) 9.42 (6) 9.30 (8) 10.02 (9) 9.52 (6) 9.23

(6) 18.57 (6) 28.27 (6) 38.29 (6) 48.21 (6) 57.44

7 貝塚JC　ｸﾞﾘｰﾝ 58'09" (8) 9.39 (9) 10.08 (7) 9.51 (6) 9.21 (6) 9.25 (7) 9.45

(9) 19.47 (9) 29.38 (7) 38.59 (7) 48.24 (7) 58.09

8 木島小学校B 58'56" (9) 9.41 (6) 9.32 (9) 10.13 (8) 10.02 (8) 9.42 (8) 9.46

(7) 19.13 (7) 29.26 (8) 39.28 (9) 49.10 (8) 58.56

9 貝塚JC　ｵﾚﾝｼﾞ 59'17" (10) 9.43 (8) 9.56 (8) 9.58 (7) 10.01 (7) 9.27 (9) 10.12

(8) 19.39 (8) 29.37 (9) 39.38 (8) 49.05 (9) 59.17

10 貝塚JC　ﾑﾗｻｷ 1:06'03" (12) 10.45 (10) 10.52 (11) 12.22 (10) 10.30 (10) 10.36 (10) 10.58

(12) 21.37 (11) 33.59 (11) 44.29 (10) 55.05 (10) 1.06.03

11 貝塚JC　ﾋﾟﾝｸ 1:06'28" (11) 10.04 (12) 11.16 (10) 11.49 (11) 11.12 (11) 10.52 (11) 11.15

(11) 21.20 (10) 33.09 (10) 44.21 (11) 55.13 (11) 1.06.28

12 貝塚JC　ﾎﾜｲﾄ 1:16'12" (13) 12.08 (13) 12.47 (12) 13.28 (12) 12.53 (12) 11.49 (12) 13.07

(13) 24.55 (12) 38.23 (12) 51.16 (12) 1.03.05 (12) 1.16.12

木島小学校C (7) 9.17 (11) 10.58

(10) 20.15

貝塚JC　ﾌﾞﾗｯｸ (14) 13.12

第57回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (小学生の部)
開催日: 平成28年1月17日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区

武田　麗 松本　琉華 野村　知香 池本　真歩 尾川　美空 南　咲里

和田　透輝 梅本　泰成 大西　龍斗 金谷　航我 山本　樹 本田　陽大

久松　未夏海 上原　凛 榮川　遥 山本　かのん 伊藤　暖留 松本　綾音

谷元　將馬 岩垣　伶 品田　明日菜 南川　勝 三島　凪 カーン　勇斗

松本　莉空 原薗　嶺 福田　純奈 橋本　昂星 長谷川　璃空 根来　健太

椿原　功大 大島　汰恩 嘉祥寺　美波 阪田　歩崇 小門　聖昌 今田　悠惺

黒川　慎太朗 尾﨑　叶望 美延　元太 東川　称太 大島　恵真 加藤　ひなり

保澤　浩暉 梅本　景鹿 髙井　愛里 南　流星 坂口　祐太郎 奥野　将陽

納谷　咲帆 中谷　亮介 丸山　ひより 中野　智揮 和田　陽希 木本　結菜

カーン　紗良 川﨑　怜 下出　悠太 大瀬戸　宏彰 花岡　真希 畑本　蒼宙

今和泉　咲 添島　巧成 川﨑　結 赤井　寛太 吉田　莉菜 中原　秀悟

赤井　将太 若林　和哉 片岡　樹 塩井　一平 木下　航一 鳥居　陽仁

南　亜耶翔 南　拓斗

國行　颯希


