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大大阪阪府府民民オオリリエエンンテテーーリリンンググ大大会会第第３３戦戦  成成績績表表  地図「如意谷」 全クラス 1.9km 10 コントロール  

 

家族組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 森  直子 森  友洋 ３人 ３８：４７

    森  拓輝   

２、 森本 結佳 森本 竜成 ２人 ５０：２５

３、 佐々木 慎一 佐々木 由美子 ４人 ５５：２６

    佐々木 博一   

    佐々木 康人   

４、 二ッ谷 知士 二ッ谷 優子 ４人 ５９：０５

    二ッ谷 悠人   

    二ッ谷 強志   

５、 板谷 美穂   板谷  梨子 ２人 ５９：３８

        

ジュニア組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 尾崎 由昴   １人 ３５：０４

２、 津嶋 武   １人 ４１：３５

３、 袖川 友香里   １人 ４３：４４

４、 谷嶋 秀昭   １人 ４６：２２

５、 高橋 祐耶   １人 ５３：０７

６、 北川 楓子 北川  新 ３人 １：０５：３２

    北川  暖   

        

シニア組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 中嶋 康雄 中嶋  多鶴子 ２人 ４７：２０

２、 藤井 貫太郎   １人 １：１３：１６

３、 吉田 稔   １人 １；１６：４３

        

男性組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 大久保 重実   １人 ３０：５７

２、 安田  英司   １人 ４０：４４

３、 福田  寿史   １人 ４３：４０

４、 波越  保正    １人 ４５：１２

５、 岸元  泰親   １人 ４５：１６

６、 加堂   明 馬場 隆司 ２人 １：０４：５０

        

女性組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 高濱 安津子   １人 ３７：０４

２、 鈴木 清美   １人 ４８：２１

３、 沖浦 有樹   １人 ４８：３８

４、 JOANNA HANCOCK   １人 ５０：０１

５、 沖浦 早苗   １人 ５０：３９

６、 尾崎 かをる   １人 １：０６：０８

７、 池田 喜美子   １人 １：０９：２３

        

混合組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 龍野  恵 藤本 紀子 ４人 ３７：５９

    金政 志保   

    貴島 晴彦   

２、 中嶋 竜太 寺西  葵 ２人 ５１：３３
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箕箕面面市市民民オオリリエエンンテテーーリリンンググ大大会会  成成績績表表  地図「如意谷」 全クラス 1.9km 10 コントロール  

 

家族組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 荒河 隆文 荒河 直樹 ４人 ３４：２４

    荒河 里奈   

    荒河 克弥   

２、 小林 一也 小林 史佳 ２人 ３６：１６

３、 松山 泰朗 松山 奈穂 ３人 ３９：４３

    松山 大輝   

４、 先山 直孝 先山 宣孝 ２人 ４８：５９

５、 松原 弘樹 松原 尚子 ４人 ４９：４０

    松原 理沙   

    松原 明日香   

６、 鷹野 律子 鷹野 幸治 ４人 ５７：０４

    鷹野 真佑   

    鷹野 慧人   

７、 餅   幸枝    餅  雅昭 ３人 ５９：４３

    餅  沙希子   

８、 西田  勉 西田 真弓 ４人 １：０１：２５

    西田 成美   

    西田 一貴   

９、 西川 卓伸 西川 尚子 ５人 １：０６：１２

    西川 千里   

    西川 千華   

    西川 睦子   

１０、 的場 光男 的場 雄大 ３人 １：０６：５１

    的場 光紀   

１１、 篠田 知之 篠田 真佐美 ４人 １：１０：４２

    篠田 直哉   

    篠田 すず   

１２、 佐竹 果奈 佐竹 美和 ２人 １：１１：５９

１３、 中村 昌仁 中村 なおみ ３人 １：３８：１３

    中村 まどか   

１４、 山中 未来 山中 悠資 ５人 １：４２：４８

    小林 絵里   

    小林 里美   

    小林 信恵   

             

ジュニア組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 （BSM６オオカミ） 大石 達也 ３人 ４５：５５

    箭原 匡祐   

    田中 冬也   

２、 （BSM６ハヤブサ） 美馬 正尚 ４人 ５５：３８

    大石 紘子   

    大久保 拓海   

    柳   恵太   

３、 平井 耕太郎 森上 裕介 ３人 １：０６：３２

    河内 亮士   

             

男性組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 山田 泰敬 山田 伸平 ３人 １：１５：２０

    田中  直   

             

女性組 代表者名 グループ員名 グループ人数 タイム 

１、 加藤 和美   １人 ３９：０７

２、 刈谷 文充子 吉田 直子 ２人 １：１９：０４

 


