
日時：平成30年1月14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 4.5 0.0 東北東 3.0

10時 5.3 0.0 北東 1.7

11時 5.3 0.0 北北東 1.1

12時 6.4 0.0 北北西 3.3

＊参考データ…気象庁ＨＰ　関空島

＊コース周辺ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

表彰式・閉会式 11:20

平成29年度
第59回貝塚市民駅伝競走大会

記録集

開会式 9:00

スタート 9:20



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 46:42 第59回大会 2018.1.14

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） 天候：晴れ （４ｋｍ） （４ｋｍ）

氏　名 岡野　勇太 岡野　勇太 川瀬　岳 新田大喜 久礼 川井謙太郎

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

記　録 12:50 6:24 6:37 13:25 12:47 13:03

大会名 第58回 第59回 第55回 第53回 第37回 第36回

区 １区 ２区 ３区 4区 ５区 ６区

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

氏　名 中西　未海 平井優花
岩木理奈
・福田心華

福田  美華 山岸  鈴美愛 宇都宮  美咲

所　属 貝塚1中 貝塚４中
貝塚４中
・貝塚３中

貝塚３中 貝塚３中 貝塚２中

記　録 7:20 7:35 7:37 7:55 7:46 7:06

大会名 第56回 第51回
第46回
・第59回

第59回 第59回 第59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

貝塚第三中学校

ランニング教室A



順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚三A 1:13'33" (1) 14.37 (1) 7.01 (2) 7.09 (2) 14.49 (1) 14.47 (2) 15.10
(1) 21.38 (2) 28.47 (2) 43.36 (1) 58.23 (1) 1.13.33

2 貝塚一中Ａ 1:13'57" (2) 14.44 (2) 7.09 (1) 6.53 (1) 14.47 (2) 15.32 (1) 14.52
(2) 21.53 (1) 28.46 (1) 43.33 (2) 59.05 (2) 1.13.57

3 貝塚三B 1:16'24" (3) 15.05 (3) 7.29 (3) 7.14 (3) 15.05 (3) 15.52 (3) 15.39
(3) 22.34 (3) 29.48 (3) 44.53 (3) 1.00.45 (3) 1.16.24

4 貝塚一中Ｂ 1:22'32" (4) 15.32 (5) 8.09 (7) 8.09 (12) 17.24 (6) 17.04 (4) 16.14
(4) 23.41 (4) 31.50 (5) 49.14 (4) 1.06.18 (4) 1.22.32

5 貝塚三C 1:24'21" (8) 16.53 (12) 8.42 (4) 7.33 (5) 15.55 (13) 18.21 (5) 16.57
(9) 25.35 (7) 33.08 (4) 49.03 (5) 1.07.24 (5) 1.24.21

6 貝塚二陸上部Ａ 1:26'08" (16) 17.40 (8) 8.25 (17) 9.06 (7) 16.31 (4) 16.47 (8) 17.39
(12) 26.05 (11) 35.11 (9) 51.42 (7) 1.08.29 (6) 1.26.08

7 貝塚三D 1:26'24" (5) 16.02 (4) 7.44 (9) 8.23 (14) 18.21 (12) 18.12 (9) 17.42
(5) 23.46 (5) 32.09 (6) 50.30 (8) 1.08.42 (7) 1.26.24

8 貝塚二陸上部Ｃ 1:26'41" (17) 17.41 (21) 9.37 (18) 9.09 (4) 15.50 (7) 17.08 (7) 17.16
(18) 27.18 (18) 36.27 (10) 52.17 (9) 1.09.25 (8) 1.26.41

9 貝塚三E 1:27'21" (6) 16.14 (9) 8.31 (8) 8.22 (11) 17.23 (9) 17.51 (15) 19.00
(6) 24.45 (6) 33.07 (6) 50.30 (6) 1.08.21 (9) 1.27.21

10 貝塚四中 1:28'03" (7) 16.24 (15) 8.58 (23) 9.50 (6) 16.29 (11) 18.06 (11) 18.16
(7) 25.22 (12) 35.12 (8) 51.41 (10) 1.09.47 (10) 1.28.03

11 貝塚一中Ｆ 1:29'08" (12) 17.02 (20) 9.36 (12) 8.44 (10) 17.12 (9) 17.51 (13) 18.43
(15) 26.38 (13) 35.22 (11) 52.34 (11) 1.10.25 (11) 1.29.08

12 貝塚一中Ｇ 1:29'26" (15) 17.38 (6) 8.20 (22) 9.42 (18) 19.50 (5) 16.52 (6) 17.04
(10) 25.58 (16) 35.40 (17) 55.30 (13) 1.12.22 (12) 1.29.26

13 貝塚一中Ｅ 1:30'39" (10) 16.58 (19) 9.31 (19) 9.15 (8) 17.02 (18) 20.02 (10) 17.51
(14) 26.29 (17) 35.44 (12) 52.46 (15) 1.12.48 (13) 1.30.39

13 二中野球部A 1:30'39" (9) 16.57 (17) 9.25 (13) 8.46 (13) 18.19 (14) 18.45 (12) 18.27
(13) 26.22 (10) 35.08 (13) 53.27 (12) 1.12.12 (13) 1.30.39

15 貝塚三F 1:31'41" (18) 18.26 (7) 8.21 (10) 8.39 (17) 19.15 (8) 17.42 (17) 19.18
(16) 26.47 (14) 35.26 (15) 54.41 (14) 1.12.23 (15) 1.31.41

16 貝塚一中Ｄ 1:33'26" (13) 17.14 (13) 8.44 (16) 9.04 (15) 18.29 (17) 20.01 (18) 19.54
(10) 25.58 (9) 35.02 (14) 53.31 (16) 1.13.32 (16) 1.33.26

17 二中野球部B 1:36'56" (14) 17.30 (17) 9.25 (11) 8.43 (19) 20.39 (20) 20.30 (20) 20.09
(17) 26.55 (15) 35.38 (18) 56.17 (17) 1.16.47 (17) 1.36.56

18 村田ジャパン 1:38'07" (21) 24.25 (16) 8.59 (6) 7.47 (9) 17.09 (16) 19.48 (19) 19.59
(23) 33.24 (19) 41.11 (19) 58.20 (18) 1.18.08 (18) 1.38.07

第59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29年1月15日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区
田中  健成 井上  敦斗 大屋  幸嗣 山本  智也 内山  寛登 佐藤  一晟

梅田　和宏 谷野　友哉 中野　翔太 中筋　理貴 大島　汰恩 遠藤　瑞季

行  星哉 松川  知聖 南川  卓斗 行松  利真 塚越  晴翔 中尾  智彰

白井　海智 松本　莉空 中野　智揮 西秦　琉斗 石井　楓也 山中　一樹

飯田  至朗 田辺  航太 南  勇輝 中野  龍之介 坂口  祐太郎 本田  優心

西原  将真 烏野  然 内原  健登 出田  友輝 絹川  鶴真 出口  誠也

石橋  岳大 橋本  昂星 新田  琉希 市川  雄大 品田  晃季 塔筋  稟介

樫下  空玖吏 江口  友佑 早野  健斗 カーン  勇斗 森下　絢仁 井出  空良

西山  獅童 池田  悠人 下田代  亮太 田所  侑河 金谷  航我 牧瀬  雅士

中島　陸 大下　隼 枡谷　陽生 文野　天翔 矢倉　弘大 大畑　直樹

赤坂　歩 村上　義幸 根来　健太 塚本　翔 古屋鋪　海琉 黒川　慎太朗

長谷川　璃空 折田　啓誠 木澤　圭輔 西　陸仁 広瀬　一進 井本　翔月

吉津　心雄 福田　空 泉谷　信吾 中田　晴斗 操野　湧吏 八幡　透羽

中山　竜之介 烏野　汰一 渡邊　晟 河合　隼人 渡邊　太陽 嘉祥司　侑太

藏満  陸人 形見  大聖 堂田  元太 行  真一 小原  和歩 吉川  優毅

田中　圭吾 泉本　陸空 阪田　歩崇 佐藤　虎斗 中谷　恭介 吉田　健人

有本　剛 谷口　大翔 藤永　直樹 木野口　遥稀 濱　陽翔 西田　光汰

鳥山　蒼太 平田　紫苑 内田　蒼太 田本　修也 村田　龍星 久保　晴己



19 奥野ジャパン 1:40'08" (23) 24.37 (9) 8.31 (14) 8.50 (16) 18.31 (19) 20.29 (16) 19.10
(21) 33.08 (20) 41.58 (20) 1.00.29 (19) 1.20.58 (19) 1.40.08

20 アヤトーン 1:41'13" (22) 24.29 (14) 8.54 (15) 8.56 (20) 21.15 (15) 18.53 (14) 18.46
(22) 33.23 (21) 42.19 (21) 1.03.34 (20) 1.22.27 (20) 1.41.13

21 貝塚二陸上部Ｂ 1:44'01" (10) 16.58 (11) 8.36 (5) 7.42 (21) 21.29 (23) 28.27 (21) 20.49
(8) 25.34 (8) 33.16 (16) 54.45 (21) 1.23.12 (21) 1.44.01

22 白恋中 1:49'35" (19) 21.25 (23) 11.25 (20) 9.36 (22) 22.34 (22) 22.05 (22) 22.30
(20) 32.50 (23) 42.26 (22) 1.05.00 (23) 1.27.05 (22) 1.49.35

23 住友ジャパン 1:49'38" (20) 21.26 (22) 11.23 (20) 9.36 (23) 22.35 (21) 22.04 (23) 22.34
(19) 32.49 (22) 42.25 (22) 1.05.00 (22) 1.27.04 (23) 1.49.38

岸本　太志 奥野　大樹 西野　一輝 緒方　怜央 市川　慶次郎 小濱　樹

坂本　志道 高石　賢真 別所　陸久 仲田　颯人 石原　諒 齊藤　彪斗

渡邊  孔瑛 曽我  和世 中司  大斗 岩本  陸道 早野　晋太郎 島崎  雄大

井上　惺 若松　楓斗 中嶋　廉 寶代　歩夢 松本　悠一 山本　大翔

住友　研太 泉谷　紫輝 佐藤 鈴木 高橋 田中



区間新 区間タイ

順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚三A 46'42" (1) 7.28 (1) 7.46 (1) 7.37 (1) 7.55 (1) 7.46 (3) 8.10
<大会新> (1) 15.14 (1) 22.51 (1) 30.46 (1) 38.32 (1) 46.42

2 貝塚二陸上部Ａ 50'01" (2) 7.42 (7) 9.11 (4) 8.54 (4) 8.59 (2) 8.09 (1) 7.06
(2) 16.53 (3) 25.47 (3) 34.46 (2) 42.55 (2) 50.01

3 貝塚三B 52'39" (4) 8.16 (2) 8.45 (2) 8.12 (7) 9.24 (4) 9.13 (5) 8.49
(4) 17.01 (2) 25.13 (2) 34.37 (3) 43.50 (3) 52.39

4 貝塚高校 53'20" (3) 8.15 (2) 8.45 (5) 9.00 (10) 10.04 (3) 8.55 (4) 8.21
(3) 17.00 (4) 26.00 (6) 36.04 (5) 44.59 (4) 53.20

5 貝塚三C 53'28" (9) 8.48 (4) 8.48 (3) 8.30 (3) 8.41 (6) 9.27 (6) 9.14
(6) 17.36 (5) 26.06 (4) 34.47 (4) 44.14 (5) 53.28

6 貝塚四中 54'58" (5) 8.22 (9) 9.36 (6) 9.16 (8) 9.43 (7) 10.05 (2) 7.56
(8) 17.58 (7) 27.14 (7) 36.57 (7) 47.02 (6) 54.58

7 貝塚一中Ａ 55'20" (7) 8.39 (5) 8.51 (8) 9.43 (2) 8.26 (9) 10.12 (9) 9.29
(5) 17.30 (6) 27.13 (5) 35.39 (6) 45.51 (7) 55.20

8 貝塚二陸上部Ｂ 56'45" (12) 9.39 (6) 9.09 (7) 9.28 (5) 9.07 (8) 10.06 (7) 9.16
(10) 18.48 (8) 28.16 (8) 37.23 (8) 47.29 (8) 56.45

9 貝塚三D 57'07" (11) 9.12 (11) 10.04 (9) 9.53 (6) 9.22 (5) 9.14 (8) 9.22
(11) 19.16 (10) 29.09 (9) 38.31 (9) 47.45 (9) 57.07

10 貝塚三F 1:01'03" (6) 8.36 (8) 9.16 (12) 11.00 (13) 12.06 (10) 10.16 (10) 9.49
(7) 17.52 (9) 28.52 (11) 40.58 (11) 51.14 (10) 1.01.03

11 貝塚ランニングクラブ 1:01'48" (10) 8.53 (10) 9.53 (13) 11.34 (12) 10.57 (11) 10.26 (11) 10.05
(9) 18.46 (12) 30.20 (12) 41.17 (12) 51.43 (11) 1.01.48

貝塚三E 途中棄権 (8) 8.43 (12) 10.49 (10) 10.04 (11) 10.55 (12) 10.40
(12) 19.32 (11) 29.36 (10) 40.31 (10) 51.11

貝塚二陸上部Ｃ 途中棄権 (13) 10.25 (13) 11.10 (11) 10.22 (9) 10.02
(13) 21.35 (13) 31.57 (13) 41.59

第59回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (女子の部) 開催日: 平成30年1月14日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区
奥野  梨音 奥澤  虹雨 福田  心華 福田  美華 山岸  鈴美愛 塔筋  陽向

福田　純奈 四方  智菜 井上  優花 國枝  和花 美濃  柚花 宇都宮  美咲

武田  穂香 竹本  歩華 山本  真緒 住田  莉音 奥澤  りょう 南  亜耶翔

和田　華音 岸本　真友 山本　ちひろ 五十嵐　湖音 津田　明日香 及川　櫻月

藤本  莉子 河瀬  りか 山本  京香 安枝  沙夕里 河瀬  未来 足立  陽南

松本　綺音 亀井　咲那 中野　木晴 森田　珠都 岸本　雅 山本　遥聖

長谷川  絢香 池田  伊織 西上  茜 牛ノ濱  舞依 田中  京花 杢保　穂果

花岡  真希 杉原  百音 カーン  紗良 服部  海玖 橋本  紅葉 三好  りずむ

櫻田  美穂 西出  佳菜 清水  はな 行  明穂 田中  希歩 片山  秋穂

大山  桃実 岩橋  明日 行  和香 細川  真綸 藏掛　美咲 松山　千歳

稲本　望花 古森　友香 青木　和恵 谷口  ゆみ子 松井　ゆみ 見良津　玲子

石間  未来 志田  ゆゆ 木本  夏樹 畠  朱里 丸山  心

新田  菜々美 平井  紬 大久保  夏綺 前田  珠侑



区間新

順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚市消防署 1:10'57" (1) 13.33 (2) 7.12 (1) 6.46 (1) 13.31 (1) 14.31 (1) 15.24
(1) 20.45 (1) 27.31 (1) 41.02 (1) 55.33 (1) 1.10.57

2 貝塚高校 1:20'35" (2) 15.20 (1) 6.24 (2) 8.33 (2) 16.34 (2) 17.27 (2) 16.17
(2) 21.44 (2) 30.17 (2) 46.51 (2) 1.04.18 (2) 1.20.35

第59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30年1月14日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区
大野　陽輝 吉田　竜治 見學　一輝 新田　大喜 上中　翔太 出原　元太

岡田　琉雅 岡野　勇太 東　真治 射場　朋也 大東　昌洋 池田　龍生



順位 チーム名 総合タイム

1 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ﾚｯﾄﾞ 51'09" (3) 8.23 (2) 8.44 (3) 8.44 (1) 8.40 (2) 8.55 (1) 7.43
(2) 17.07 (2) 25.51 (2) 34.31 (2) 43.26 (1) 51.09

2 泉州アップルＡ 51'29" (1) 7.59 (1) 8.39 (2) 8.33 (1) 8.40 (1) 8.42 (3) 8.56
(1) 16.38 (1) 25.11 (1) 33.51 (1) 42.33 (2) 51.29

3 泉州アップルＢ 54'35" (2) 8.21 (5) 9.19 (4) 8.50 (4) 8.51 (5) 9.35 (6) 9.39
(4) 17.40 (3) 26.30 (3) 35.21 (3) 44.56 (3) 54.35

4 木島小ＡＣ１ 55'22" (3) 8.23 (3) 8.49 (7) 9.40 (3) 8.45 (8) 10.03 (7) 9.42
(3) 17.12 (4) 26.52 (4) 35.37 (4) 45.40 (4) 55.22

5 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ﾌﾞﾙｰ 55'34" (6) 9.31 (4) 9.00 (6) 9.23 (6) 9.39 (4) 9.12 (2) 8.49
(6) 18.31 (6) 27.54 (5) 37.33 (5) 46.45 (5) 55.34

6 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ｲｴﾛｰ 57'16" (7) 9.33 (8) 10.04 (8) 9.58 (5) 9.30 (3) 9.11 (4) 9.00
(7) 19.37 (8) 29.35 (7) 39.05 (7) 48.16 (6) 57.16

7 泉州アップルC 57'53" (5) 8.34 (7) 9.50 (5) 9.15 (8) 10.39 (6) 9.45 (9) 9.50
(5) 18.24 (5) 27.39 (6) 38.18 (6) 48.03 (7) 57.53

8 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ｸﾞﾘｰﾝ 1:00'41" (8) 9.57 (10) 10.30 (9) 10.21 (9) 10.47 (7) 9.49 (5) 9.17
(8) 20.27 (9) 30.48 (10) 41.35 (9) 51.24 (8) 1.00.41

9 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ｵﾚﾝｼﾞ 1:01'10" (9) 10.14 (9) 10.16 (10) 10.26 (7) 10.12 (9) 10.16 (8) 9.46
(9) 20.30 (10) 30.56 (9) 41.08 (9) 51.24 (9) 1.01.10

10 ランニング教室山手 1:02'38" (11) 11.10 (6) 9.36 (1) 8.25 (11) 11.11 (9) 10.16 (12) 12.00
(10) 20.46 (7) 29.11 (8) 40.22 (8) 50.38 (10) 1.02.38

11 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ﾋﾟﾝｸ 1:06'30" (12) 11.15 (11) 11.18 (11) 10.58 (13) 11.34 (11) 10.59 (10) 10.26
(12) 22.33 (11) 33.31 (12) 45.05 (12) 56.04 (11) 1.06.30

11 貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 1:06'30" (10) 10.15 (13) 12.09 (12) 11.13 (12) 11.18 (12) 11.04 (11) 10.31
(11) 22.24 (12) 33.37 (11) 44.55 (11) 55.59 (11) 1.06.30

貝塚ｼﾞｭﾆｱ　ﾎﾜｲﾄ 途中棄権 (14) 13.29 (12) 11.28 (13) 12.37 (10) 11.07
(13) 24.57 (13) 37.34 (13) 48.41

木島小ＡＣ２ 途中棄権 (13) 12.28

第59回貝塚市民駅伝競走大会記録表 (小学生の部) 開催日: 平成30年1月14日(日）

1 区 2 区 3 区 4 区 5 区 6 区
河原　弘真 竹田　陸人 中谷　亮介 嘉祥寺　美波 山岸　亮太 宮本　悠世

岩下　珠々奈 尾川　美空 ラブレイス　沙良 濱田　まみ 山本　椛暖 伊藤　暖留

高宮　ひかり 井上　陽菜 梶本　沙良 平林　紅々葉 久保　綾夏 宅田　愛実

古家　若葉 山本　智津 山本　秀人 山本　陽風 山本　秀将 兵頭　杏梨

直木　快 和田　陽希 岸本　大輝 三村　陸斗 梶本　大稀 辻林　優一

大島　恵真 尾﨑　壮真 木本　結菜 岸本　隼門 田中　清伸 添島　巧成

長見　佳歩 高橋　和奏 宮脇　初果 門寺　夏歩 門寺　咲衣 平田　莉央

嘉祥寺　海琉 有政　理央 松本　一輝 矢吹　隼人 髭野　歩輝 中原　秀悟

西尾　優芽 品田　実乃理 中谷　愛実 加藤　諒哉 古家　廉夢 小池　陽奈

新田　唯奈 前野　進次郎 永野　友優 安澤　樹里 三宅　花帆 奥野　琴乃

綱﨑　優美 鱧野　希泉 岩垣　快 山岸　聖奈 岩垣　律 今藤　圭悟

宮渕　紗菜 木原　彩音 小北　綾菜 中村　一翔 谷　萌々香 鈴木　陽花

宮渕　真緒 橋本　駒子 今井　美雅 奥野　琢磨

木本　満桜


