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No. チーム名 P R

西迫　駿 兼重　優介	 藤松　利之 外村　翼 今田　真哉 寺井　翔太

岩田　一希 安田　遊 浜田　浩佑 山室　陽平 岩根　裕司 衣斐　俊彦

三好　優汰 久本　駿輔 枡本　裕真 川村　尚 泉本　直也 山口　雄也

水島　彰宏 榊原　由治 白坂　卓也 平山　真澄 大山　智司 松井　義忠

Andrew warric 岸　達也 加藤　剛 谷口　慧 八木　剛至 杉本　昌太

竹之内　正臣 近藤　剛 村上　暸太 佐竹　雄太 高橋　伸幸 藤村　弘太

清水 良太 西田　憲史 平野　直樹 行譜　正也 西川　良平 大野　慎太郎

佐伯　稔 川杉　知史 稲田　悦郎 中島　美穂 内田　彩子 毛利　誠

三上　辰男 向原　香菜 濱井　高太郎 西村　智樹 菅野　辰哉 豊田　剛久

松浦　佳野 遠藤　裕子 田宮　進 村田　佳代子 藤本　景衣子 長田　亮太

長田　浩嘉 竹中　美貴 馬場　健治 田代　拓哉 寺内　美晴 田村　基

綾井　裕子 井上　聖隆 小西　裕子 八木　達也 有馬　幹博 佐藤　圭

村上　義典 山田　丈 八木　謙一 小田原　吉信 玉田　泰子 迫田　慎

藤原　真雄 吉村　昌宏 斉藤　竜政 村上　将和

山中　淳史 西野　勇平 中谷　正興 浜田　紀由 田所　靖弘 山田　克仁

山本　博之 片瀬　智久 井上　英二 山口　英夫 木村　亮介 谷本　旭洋

大角　拓也 大竹　夏月 山田　千晶 山田　賢生 山田　晃生 山田　龍生

木山　達也 森山　佳子 足立　裕史 田中　敏 八嶋　響子 中川　由美子

葛野　恵子 関戸　剛 松本　直子 瀬古　明紀 瀬古　英明 山内　尚隆

秋山　聖一

中山　勝 多田　義久 藤野　浩史 石川　徹 松浦　章 古澤　亘司

橋本　英樹 中野　広之 横田　英己 平田　隆史 杉浦　策次 中村　民子

林　恵理香 林　義人 小出　裕子 古川　昇 伊藤　あゆみ 池田　幾久子

大美　厚之 浅田　明俊 藤田　理子 前田　敏孝 栄土　宗樹 田中　光吉

高岡　弘幸 山本　祐示 市橋　直大 矢野　奈月 服部　裕樹 元田　安伊子

小西　陽平 大坪　千潤 細井　亮佑 釣井　香歩 榊原　匠海 松原　葵

橋詰　駿 清水　菜生 Loose Katrin 八千古嶋　龍

永瀬　健太 嶝口　優士 西本　凛 岡本　ゆうと 藤原　あかね 井上　彩

荻野　祐樹 松岡　日菜 山﨑　博史 片岡　慎太郎

甲斐　浩二 栖田　道雄 由良　茂雄 井口　照茂 井上　淳一 北原　雄太

天埜　龍美 唐住　和男 近藤　耕司 巌本　元気

熊野　彰 池本　光作 室井　大輝 瓜生田　真由 喜多　学 和田　博昭

村上　勉 久保田　遊 畑　大輔 金田　明宏

橋本　憲司 岩根　光宏 神田　淳 佐藤　元和 重木　強 山本　敏文

正垣　彰彦 堀　幸雄 荻野　重人 守島　正 船津　洋 兼山　令

藤谷　園江 北村　早那枝

田中　知幸 山西　英一 保田　学宣 永倉　崇弘 丹田　茂樹 寺田　幸一

吉川　勝慈 中島　大輔 仲地　弘太郎 吉宗　頼人

谷中　清斗 菊地　孝雄 玉林　直人 泉　勝也 熊野　雅之 山中　由美子

松井　章 山下　卓哉 小松　恵子 小松　正幸 赤崎　弘明 松井　祐介

松井　みなみ

高橋　俊裕 長島　潮 石井　寛 松永　智継 廣出　靖之 佐藤　一馬

掛布　顕一朗 中島　牧雄 杉本　亮 横田　光司 小野　浩史 川上　晃司

諏訪　健治 吉村　茂己 大西　遼太 夜久　幸希 西澤　誠二 池嶋　佳憲

北藤　慶彦 滑川　優樹 滑川　宙輝 田代　僚 渡部　雅利 太田　信久

藤里　佳世子 河合　慶恵 和田　雅之 岸本　大志 日高　直輝 藤原　將喬

高瀬　將仁 宇達　康裕 大隅　直規

村井　宏 浅見　浩史 杉浦　健 杉浦　美絵 浅見　美貴 高橋　和美

宮本　悦代 西村　和真 有田　恭子 山下　聡子

山田　英之 南野　真一 谷口　充哉 井川　裕美子 田中　佑季 仲井　眞一

北田　有里 若林　直人 植田　剛央 村山　哲晴 玉置　功一 白土　志津恵

下司　修 柏木　浩正

上田　敦 松木薗　俊明 池田　光一 服部　美弥子 山田直樹 若野　貴志

新家　優子 中平　紳也 西原　永一郎 末永　一弘

金山　倫子 平石　恵美 谷口　弘子 大谷　信行 斎藤　岳行 金野　孝生

金海　宣 久原　忠 横山　裕子 小林　陣大 巽　豊和 康　希奉

吉野　孝

田岡　登 横田　知生 魚谷　隆司 山本　早苗 吉川　由華 植田　雅樹

中川　昌洋 谷水 　康史 久保　義章 小松原　朋

東江　幸太郎 篠原　千恵 竹中　龍 小林　英輔 大野　佐和子 奥野　繁樹

城間　尚美 水沢　杏奈 萩野　訓子 上田　英雄

秋月　康宏 岩本  大輔 橋本  雄行 石田  和希 舩木  薫 八木  孝之

野沢　美保 高橋  英樹 橋本  聡 稲野  人士弥 岩濱  佑樹 小山  博史

加藤  亮太郎 高野  和巳 林  恵利香 三浦  遥香 神田　彩花 藤村　佑哉

大山  恵史 水野  将吾 濱村  紘史 田中  駿伍 高橋  尚生 東尾  昌司

小畑  理恵 貞森  直子 阿部  蓮太郎 阿部  成吾 橋本  涼子 小野  真由子

河津  和浩 中村  誠人 佐々木  貴也 竹村  秀之 金丸  昌憲 上ヶ原   勲

加藤  弘一 植村  真衣 松本  さやか 景山  亘

後藤  聡 石井  工事 上谷  宗寛 鉢川  寛大 荒木  優 坂本  英明

西垣  宏士 青木  勝彦 野田  裕人 久場  清隆 長谷川  摂 寄石  智之

上田  浩之 長井  かおり 長井  和貴

宮本  幸昌 岩本  雅吉 稲葉  俊英 阿波  智義 北川 貴之 山野　博美

加藤  喜唯 加藤  新大 加藤  健翔 池山  良太郎

野村  英治 高岡  春幸 山本  浩道 山野  あゆみ 高橋  弥生 小森  正紀

加藤  俊聡 大道  一徳 上出  麻里子 森  定雄

中西  峰行 生田目  康二 久馬  広之 山本  宗太 山田  喜也 萩尾 　智成

塚本  藤一 下垣  裕馬 田原  秀晃 吉川  悟 鶴原　大輔 宮崎　英輔

古川　智規

山川　隆 大内　和夫 瀬賀　裕大 小林　直文 大山　俊治 福田　行堂

英　貴俊 松田　眞東 森松　信夫 西平　友介 吉井　裕貴 森　陽一

片岡　章彦

牛屋　明紗枝 伊藤　耕ニ 土屋　伸一郎 水谷　治人 大西　隆司 中島　淳

石川　良 大西　智史 岡本　隆志 京野　能明 椎名　永果 井上　晋

中川　栄誉 蓮田　孝則 中井　真紀子 小森　健太 今田　麻紀子 矢野　友貴子

奥野　幸子 中川　隆雄 遠藤　佳子 木崎　誠二 向井　成美 橋田　耕一

安田　隆利 岩永　勇樹 田口　優子 小谷　佳範 中川　雄介 勝部  総一朗

森下　耕太郎 山本　功児 佐藤　知美 末吉　敬彦 森　康文 元野  嘉斗

岩月　真也 韓　忠鏞 大倉　直也 谷　秀行 天野　右文 塩貝　光司

農添　光陽 服部　嘉晃 井上　友成 市田　憲一 山田　泰幸 松木　隼也

松尾　哲裕 秋田　賢治 平井　勝 木曽　一彰 山下　貴典 川崎　潤一

和野　義彦 永岡　久直 草野　宇雄 秋山　敏樹 中村　昭一 河本　建

町野　昇 町野　萌結 原田　稔万 大橋　友香子

10034 ピーマンファンラン 24時間、楽しい仲間と支え合いながら笑顔で走り抜きます☆
帰ってきた元野!   いまみせよう! 嘉斗22年の歴史!  感動の涙は俺の心で受け止めよう!

10033 火曜日練習会 巷で話題の『火曜練』こと、火曜日練習会が舞洲に帰ってきました!
今年も、走って、笑って、食べて、寝て、たまにサボって、みんなで頑張ります!  土日やけど。

10036 ＴＥＡＭ要
毎年重ねて10大会連続出場。
メンバーが殆ど五十を超えましたが、それでも頑張るチーム要を応援してね!!

10035 チームピーマン 今年はピーマンファンランと2チームでの参戦。 観光バスで乗り付けて他チームをビビらせるところから
勝負は始まっている。 ベテランのクレバーな走りで上位入賞目指します!

10029 アラフォース
栄光に向かって走るアラフォー! ッス!
舞洲24Hランナー達よ、フォースと共にあれ。

10028 ＦＡＫＥ えーっ、しんどいしんどい言いながら今年も出るんですか?  後藤キャプテン!  「足痛いから飛ばしといて!」
はギリOKですけど、「お腹痛い」はナシですよ。

10027 遊撃隊
今年で20年連続となりました。 チームの高齢化が進んでいますが、体に気を付けて24時間キャンプを
メインに楽しみながら走りきります。

10032 愛の園幼稚園おやじＡ

10031 愛の園幼稚園おやじＢ
愛の園幼稚園おやじの会　この夏も参戦します!  メンバーと暑い、熱い夏を楽しみます。
さゆり姫　おやじ皆で愛しています

10030 ＳＭＢＣまいぺーす
今年はなんと5人のニューカマーを迎えたチームで望みます。
アラフォースと2人三脚、マイペース?? を守ってコツコツとゴールを目指して頑張るぞ!

10014 セグノ 何回目の出場か忘れるくらい、毎年出させてもらってます。 今年も元気に、完走目指します!

10026 ＴＥＲＵＳＫＡＮ
今年で8回目の出場です。 今年は遠方に転勤のため参加できないメンバーもいますが、そのメンバーの
分までしっかりと走りたいと思います。

10025 豊能陸上部 今年も完走目指して頑張るぞ～

10024 運ちーず
今年もチョコソフトクリームのノボリを片手に通算6年連続6回目の参加!
チョコソフト(う○こ)を触ると運がつきますヨ!  興味のある方は是非テントまで!!

10023 マジカイ

10022 コンパニョーラ 24時間、みんなでゆるゆる頑張ります!!

10021 ランナーズハイズ 駆け抜けろ。 その時、君は風となる。

10017 ミズノランステ淀屋橋 チーム6年連続6回目の出場。 6年連続の入賞目指して頑張ります。

10016 京電工走７ 今回で7回目の暑い夏。  RUNにBBQにコスプレ、今まで以上に楽しんで、駆け抜けます。

10015 帝塚山男子ラクロス部 遂に最強のメンバーが揃いました!  今年こそは100位以内を狙います!

10020 愛の筋肉番付２４時！ 今年もみんなで思いっきり楽しみながら完走目指します!!

10019 ちーむ！たまねぎ
昨年の10回目参加を区切りとして一度締めました。 そして、残留組で第2章を開始します!
メンバーは減ったけど、また熱く盛り上がります!

10018 アンバランス 年々、メンバー集めが大変になってきました。 今年が最後のつもりで思いっきり楽しんで走ります。

メ ンバー

10002 美女と野獣Ａ 毎年入賞の常連チームになりましたが、今年は念願の5位入賞を果たします(^-^)/
寄せ集めメンバーですが、結束力No.1目指します!

10001 ツバッキーと関西ＡＳ 5連覇!

10005 サルーズ尼崎Ｂ

10004 美女と野獣Ｃ 今年もみんなで襷をつなぎ最後まで全力で走り切ります。

10003 美女と野獣Ｂ 今年も美女と野獣、3チームで頑張ります。
入賞常連のAチームに続き、一緒に表彰台を目指して、楽しく24時間タスキをつなぎます!!

10013 チームささやまい

セレッソ大阪ＲＣ狼 ここ舞洲がホームの私たち!  誇り高き「狼」ように爽やかに走ります♪

10006 サルーズ尼崎 今年は入賞目指して頑張ります!!

10011 阪大駅伝同好会　１

10010 阪大駅伝同好会２

10008 セレッソ大阪ＲＣ風
4年連続の参加。練習拠点の「聖地・舞洲」での真夏のランニングフェスティバル。
舞洲の風を感じ、24時間、颯爽と走ります。

10007

10009 和歌山で熱く走ろう 今年も参加です。暑いなか、みんなで力合わせて走って、食べて、しゃべるのが楽しくて仕方ないです。
今年も楽しく安全に頑張ります。

10012 チームささやま　あ



No. チーム名 P R

中島　肇 林　新一 祖父江　邦彦 田邉　晃太 大西　重範 赤浦　祐子

栗林　里奈 千葉　周平 加茂　剛 中島　彰吾

安田　真富果 山本　千景 吉田　悦子 藤本　珠貴 増野　由佳 藤田　恵

岡　恵利華 那須　淳子

村井　篤幸 林　昌子 上田　祐二 高橋  真由美 佐々木  尚史 田口　穣

牛嶋  真理 北　幸広 浅井  昭治 駒木根  淳子 富田  文恵 郷田  昌克

松本　優治 竹原　宏次 中田  信也 太田  彩乃 上田  弘美 越智  健二

地主　聡 小柴  このみ 平畑　茂 寺原  知美 相澤  義浩 岡崎  輝生

山内  久男 伊東  英城 田和　文彦 柴山  桂子 泉　高彰 森下  裕之

森　麻貴 田中　恵 日下部　真之 桝谷  純平 青木  啓介 田中  薫

洞山  正雄 加納  和生 高木  徹 家木  博章 押部　哲治 野井  正樹

藤原  禎 中山  直貴 廣末  典朗 栗山  常吉

辻  雅之 梅田　政昭 伊藤　茜 竹末  亜矢子 馬場  俊一 川口  弘幸

川浦  一晃 野原  康裕 米村  修治 鈴木  未都

枦  雅之 山下  雅和 吉田　健 前原  健二 瑞慶覧  長順 稲葉　一馬

中園  良輔 干飯  健二郎 原　章暢 渡辺　麻由子

小崎  哲也 岸田  洋和 志水  麻紗 渡嘉敷  義成 山脇  健治 佐々木  隆一

松尾  義裕 野村  高弘 山村  正人 野本  智司 辻井  千恵 遊川  憲治

福成  忠 高山  一路 上田  譲 村岡  隆幸 岩橋  優 別所  哲朗

阿部  新太郎 當  博貴 三野  貴文 中江  誠 菊川  信人 今木  一充

前田  洋輔 飯田  龍馬 岡本  渉 清水  宏信 松尾  高良 櫻井  研吾

野村  俊輔 南端  一摩 太西  浩之 山本  真也 長谷部  匠 岡本  和晃

中村  恒博 前川  裕 寺本  隆史 高山  雄介 稲波  亮太 中村  敦

宮垣  浩平 山田  浩平 九鬼  啓佑 岩知道  豪一 下野  秀朗 奥田  和史

竹村  修平 長副  紘樹 巻野  力也 河野  修平 鷲野  真人 上原  孝太

辻村  茂久 早崎  浩司 高橋  務 八田　綾子 森田  貴子 林  由規彦

福田  裕子 森  結菜 黒澤  亮 石橋  侑佳

嶋田  凌 岡野　達也 野喜　崇裕 丸岡　克成 日比　鷹平 根本　夏生

山口　康樹 秋山　穂乃果 平井　大誠 坂元　亮介 東　達也 澤田　将希

成瀬　亮 吉村　浩気 黒島　康平

小玉  拓二 岡林  真紀 宮崎  琢成 日置  泰広 山田  忠人 小川  憲一

円道  徹 織田  浩二 伊川  恵美 島本  亜沙美

森田  博昭 赤嶺　匡朗 青木　雅祐 玉井　伊佐雄 光野　勲 大山　裕次

室谷　文彦 大西　絵美子 阿部　功治 実岡　愛子

見澤  美也 吉永  昌平 玉城  智恵 笹岡  政英 藤井  照明 塚本  政人

森  満喜 柴山  誉 坂口  俊之 見澤  仁 村田　真吾 塚本  大輔

近藤  洋平 粕谷  研二 前野  匡昭 松田  倫幸 渡邉　将希 守能  祥信

水上  佳子 田井  則之 内匠  清 中野  佑記 吉本  英一郎 佐々木  亮祐

山谷  健太 守田　悟人 小原  周 柚木　浩志

長濱  宏司 林  昭彦 岡村  一永 高橋　大 池田  純子 西條  精二

髙橋  宏行 金丸  泰輔 山下  雅克 高橋  大輝 和久田  毅 岡村　ゆかり

谷崎  哲也 鳥岩  俊男 安田  千恵 辻阪  聡志 津曲  晋平 谷崎  裕子

岩崎  和子 箱谷  麻実子 藤井  義昭 藤田  仁樹

蔵野  政之 宇都  誠治 水谷  紀夫 田坂  成樹 岡本  龍則 百瀬  彰宏

川崎  友 濱田  一平 正田  達也 松島  弘幸 北村  有希恵 蔵野  将太郎

前田  敏行 野尻  恭 平賀  澄夫 田上  幸恵 大東  美喜 水間  智士

小林  正義 橋之口  真理子 立花  直樹 山崎  綾子 足立  祥美 紀田  擁軍

森重  信太郎 岡崎  由佳子 元山  小百合

神谷  瑛一 切池  優介 荒川  弘道 田中  哲 玉家  良祐 野中  健吾

峰  庄次 東  羽留香 畠中　貴満 河野  利貴

佐伯  貴之 秋本  猛 澤田  剛章 神尾  周祐 高橋  誠 竹村  啓吾

山内  泰裕 山口  健太 志村  昂史 松井  啓城

西村  哲 五味  孝昭 谷口  拓 藤田  万智子 山嵜  雄亮 吉井  豊宏

河野  宏和 土橋  正裕 岡田  貞晶 山本  英夫 有本  和尚 石橋  亮平

田中  宏佑 田中  優 大谷  裕紀 飯田　恵里奈

大滝　薫 三島　陽子 岡田　めぐみ 永奈　王子 棚橋　千鶴子 大瀧　啓吾

藤村　大輔 川崎　利治 塩田　和子 塩田　幸太郎

西　啓太 斉藤  博之 赤坂  暢孝 司　昭彦 千後瀧 慎一 福本 茂生

藤田　由紀 小西  達也 岩田  真行 大嶋  一輝

中元 　佑一 岡本  和大 小槻  峻司 鶴谷  賢斗 斎藤  陽介 大西  勇太

北川  結生 面家  裕樹 宮嶋  健人 日高  悠太

世羅　正幸 川染　泰範 川崎　伸一 中田　学 木谷　幸介 川合　真司

星野　享弘 中谷　憲裕 内藤　真木子 世羅　裕大

瀬野　淳 赤田　嘉兵 藤井　大輔 岡本　英揚 篠原　郁夫 遠藤　隆博

菅原　康仁 山本　憲鋭 東野　寛史 大森　綾

渡部  亜矢子 森田  繁 中田  照章 松本  健志 餅谷  勉 小西  由美子

木下  裕貴 横田  宏幸 川北  麻由 片山  義照

深井  康宏 川見  真人 横尾  和幸 秦　彰宏 山瀬  康平 熊澤　直人

原田　真美 成田  正彰 井岡  良太 櫻木  貴元 加藤  睦史 中辻  真由

金川  俊介 本浪  雅史 竹村  敏希 越知  正貴 岡　孝哉 伊藤 　諒

中野  忠良 出野  昌彦 松田  浩司 西田  昌良 野高 　厚一 平場　俊光

藤岡  正明 鳴海  栄一 鳴海  洋子 梅本　咲

春名　隆史 廣瀬　成相 竹田　勝紀 森　善幸 小西　勇介 松吉　健一

平田　雅治 藤岡　敏式 小池田　真知 田中　真奈

船岳　茂樹 谷口　一江 谷口　健吾 西田　章子 平井　悦子 杉本　邦子

大上　修 川上　泰生 平岡　謙成 Cahoon　Dillon 久保　順彦 赤木　忠

箕浦　勝正 船岳　奈美紀

塚本　康裕 弓削　賢一 石田　雄太 鈴木　隆 竝川　哲也 村松　慎治

熊谷　大樹 堀　健太 川本　幸洋 仲村　清一郎 廣森　一馬 下村　智

登地　弘年 井口　和宏 遠藤　俊快 金澤　徹 篠崎　順亮

山科　満 貞松　和久 高橋　博 清水　次夫 川崎　平 海住　明政

平勢　秀幸 金沢　泰孝 寺脇　鷹哉 浅田　翼 平松　優輝 吉永　裕紀

知念　直樹 西口　雅也 丸山　喬司 飯塚　由紀夫

小宮　慎司 大内　崇裕 前田　香穂 堂国　晴生 片木　洋平 鎌田　英樹

三浦　幸乃 堂馬　洋平 村上　慎道 森　克也 田中　創 小島　忠将

木下　秀久 三谷　則子 谷水　康史 大亀　晃 小野田　恵介 赤澤　脩介

10071 うまい１０００ 今年度「KPI」 (1)インスタ映え　(2)1000本完食　(3)170周

10072 大内ＪＡＰＡＮ

10069 ミノアカＪＣ チーム結成11年。7年ぶりの参加です。 24時間タスキつなぎ続けることを目標に頑張ります!!

10070 京ＲＵＮ走 京都を中心として活動しているクラブチームです。
全員で24時間タスキをつないで去年より上を目指します。 良い夏の思い出にしたいです。

10067 チームコミュコミュ
3年連続で～す。暑い夏に走るランナー達で～す。 毎年応援に来て頂いてる美女軍団・ナイスガイ達!
今年もヨロシク。 さぁ今年も走るで!合言葉は「楽しくはしろ～や」

10068 第一工業製薬走友会
2003年から連続出場しています第一工業製薬走友会です。
サラリーマンとランナーの二刀流で頑張ってます。 一致団結ファイト、オウ!ナイス～。 そだね～。

10062 ＰＯＴＥＮＴＩＡＬＳ 今日の限界は、明日への可能性だ。～Powering our POTENTIALS!～

10065 フェルナンデス 「えーかげんやめよーなー」と言いながらなぜか今年も出てます。 出るからにはがんばるそー!

10066 Ｗａｓａｂｉ２０１８ 走って食う!

10063 酒呑童子
チーム酒呑童子は、飲めば飲むほど足が速くなる酒豪メンバーを中心に構成され、鍛え抜かれた千鳥足
で猛スパートをかけまくります!  いっくでー酒呑童子ファイ!

10064 クレーンズ 熱き挑戦者たちであれ!

10053 オリヱント化学ＲＣ
チームワーク抜群のランニングクラブです。
走りはモチロン、食事も手を抜きません。毎年美味しいものを食べながら24時間満喫してます。

10051 チームＴＡＳＵＫＩ 頑張ります!!

10052 チームマツタロウ 今年で5回目の出場になります。
松の妖精マツタロウとその仲間達の力を合わせて、今大会も24時間走り抜きます!

10056 住友ゴムＲＣ 今年も2桁順位を目指します!!

10055 光善寺さつま
京阪電車 光善寺駅下車すぐの居酒屋「さつま」でいつも飲んだくれているメンバーですが、今年で7回目!
頑張ります!

10061 ＯＲＣ 今年こそ200周!

10059 ひでおツアーズ 今年も仮装の限界に挑み、そして超えます!!

10060 ドクロ団 必死のパッチでがんばります!

10057 ＮＳＯＣ 今年で3年目の出場です。ベスト記録更新目指して24時間頑張るぞ!!

10058 おーしまＵＧ 富山県から参加、みんな楽しく走ります!

10041 かけっこ日誌 パワーアップした今年のチーム、昨年の大幅超えを目指すぞ!

10042 かけっこ日誌ＮＥＸＴ
年々チーム平均年齢が上がっていますが、「RUN for All, All for RUN」をモットーに全員一丸で走り抜き
ます!

10046 ２４Ｈランバロウズ 2年連続の出場!  楽しんで苦しんで励ましあって助けあってランバロウ!
昨年以上の周回数と順位と感動を目指して、24時間ラン! ラン! ランバロウ!!

10049 スピーダップ 毎年成長!!

10050 チームＯＰＡ
毎年恒例になっている舞洲24Hリレーマラソン。
会社の仲間、協力会社、力合わせて、熱い(暑い?) 24 時間を走り抜きます。

10047 星ヶ丘ランニング部 今回で3回目の参加です。 楽しく完走を目指して走ります☆

10048 †聖薔薇十字騎士団† 2年ぶりにあの騎士団がかえってきた!!

10039 大人のランニング部Ａ 4年連続出場の大人のランニング部Aチームです。 Bチームと共に今年は全国から36人のラン仲間が
舞洲に集合しました。 記録よりも記憶に残る24時間にしたいです。

10040 大人のランニング部Ｂ 大人のランニング部Bチームです☆  走るのと楽しむことが大好きなメンバーで、この夏も熱く盛り上がっ
ていきたいと思います!  今年も食べまくって走りまくるぞー!

10045 関西Ｄチーム２０１８ 今年こそ頂点!!　関西Dチーム大集合!!

10043 ガ！ラクタンズ ガラクタンズ5年目の新たなる挑戦!  それは秘密です。

10044 関西Ｄチーム～Ｇ～ 今年も戻って来ましたグレイト・ガール・ジジィのG。 ゴージャスに24時間を駆け抜けます!!

10054 ポンポコジャガピーＸ
もともと同じ職場のメンバーで2年に1度の出場していましたが、今や大半が違う職場からの遊軍で成り
立っています。 辛い深夜もゴールの喜びも含めて、24時間を満喫します。

10038 やすざいる 毎年チャレンジ!  どこまでできるかわかりませんが、最後までみんなで楽しみます!!

10037 タカラＲＣ

メ ンバー



No. チーム名 P R

間瀬　加織 安堂　宗志 亀井　堅次 喜多　智直 山根　駿 吉田　蘭

小林　まみ 石田　大樹 山縣　勝壽 堀　翔一 磯村　隆文 生駒　正美

古川　美帆 平野　臨太郎 長谷　光

木野　衛 竹田　秋絵 大場　寿恵 松岡　千賀子 本田　美智代 廣田　喜紀

平沢　雅昭 宇都宮　翔 寺園　曜一郎 木野　翔一

上田　忠 田代　和幸 中　博史 平尾　武也 熊谷　洋祐 酒井　康晴

寺谷　寿人 藤本　璃久 坂本　将一郎 長門　和幸

小西　貴夫 福平　真人 福平　真知子 山田　知央 山田　由乃 河崎　亮介

河崎　那奈 奥野　絵里子 塚本　晶子 井口　亜由美 大崎　裕也 大崎　瞳

石川　祐一 大木　伸一 大木　美紀

荒巻　利充 荒巻　亜沙美 徳田　一樹 徳田　智美 小野　裕 渡部　征昭

朝重　孝 田中　真実 藤原　寿子 高橋　恵 鈴木　太一郎 鈴木　真里

齊藤　佑哉 齊藤　由香 柘野　陽志郎

玉井　繁光 池田　政人 谷岡　茂樹 鍛冶谷　忠史 城谷　輝之 守川　武広

田中　敦 長谷川　享助 植田　宏 久保田　泰子

鏑木　寿美子 宮下　裕紀子 辻奈　津子 長田　雅子 今井　京子 田中　淳一

野村　明宏 東　順治 山下　正悟 宮井　賢治

劉　聞 梅村　圭祐 伊藤　公一 刈屋　睦 魏　鵬羽 水上　優哉

有泉　伶一 三宅　絢子 飛鳥　真帆 前澤　辰興

山下　拓真 有馬　悠太 小村　英恵 山本　晶 西村　俊祐 奥隅　佳奈

吉田　晨 山口　拓真 鈴木　杏花里 仲川　　直輝

阪田　晋一 西本　洋美 清水　從言 吉田　拡二 久我　明子 田口　貴裕

松井　佳之 片平　貴志 角島　唯佳 古山　莉菜

井島　慎一 内藤　慶太 汐崎　亮 高津　博史 櫻井　伸也 金田　光夫

渡邊　克也 河原崎　浩史 佐田　陽児 岡持　毅 田中　美紀 中川　真梨子

仲保　京一 池野　勉 東谷　修 竹一　康成 澤井　力 竹内　成行

奥田　正史 大川　隆志 西久保　司 小田　和生 水上　渉 大橋　隆広

金田　大裕 山村　祥太 後藤　祐史 仲保　文太 大塚　遼 竹内　和総

矢野　猛 森井　俊明 猿橋　正晃 勝田　幸男 友平　尚男 山本　智充

東原　直 松本　達哉 金本　紗季 中ノ坊　俊 中川　智文 平田　克仁

中田　将吾 下浦　隼一 鳥飼　博史 類家　渉 山本　晶太郎 大川　洸平

稲森　雅幸 橋村　俊哉 宇野　洋史 森　成志 吉田　英樹 横山　恵一

菰池　佳史 山本　佳代 杉野　正敏 宮本　亜希子 峪口　敦子 森山　将行

大槻　裕紀 生塚　洋介 山村　敏之

前田　直哉 杉本　達也 田中　晴己 表利　整 大西　修司 笠松　和正

吉本　勇太 山口　昌宏 池田　昇治郎 赤井　亮太 赤井　孝造 節　晃彦

山田　貴志 東　　雄一 天野　沙織

西野　壽城 生嶋　和美 生嶋　伸司 岩日　正和 木村　陽一 村田　文裕

関岡　直希 岡村　昭彦 小澤　友記朗 上田　忠司 山口　貴史 野上　鷹也

中尾　淳 杉野　久子

木村　英和 田原　弘泰 八重田　善一 八重田　生久子 若杉　竹嗣 堀井アニキ義元

池川　裕介 芦原　香麻理 中川　雄一郎 石原　弓子

梶谷　智子 安藤　敏晃 恵美須　康史 前山　博史 吉村　正貴 小田　英文

森澤　武彦 村井　昭二 森藤　登 渡辺　宣友 小嵐　芳斗 清水　雅

坂本　佳子 安田　隆介 黒木　順平

山本　尚寛 中川　裕輝 服部　哲士 中尾　吏志 柏木　まもる 西出　彦史

林　卓磨 佐々木　吉俊 竹内　拓麻 興津　竜二 岸本　侑子 坂　祐介

藤村　 大井 西田 木村 都 久田

木下 末廣 川島 内藤

日野　尚樹 杉浦　義晴 吉川　克朗 城田　啓介 山下　雅大 辻野　康仁

岩庫　健太 上田　諭 加藤　髙志 岩庫　幸志 與古光　大輔 西山　知輝

山下　智史 横山　一也 時枝　建多 橋口　直人 久米　忠視 井上　龍

菊池　利明 疇地　秀典 角木　博一 東　達樹

前田　尚士 浜崎　信也 上原　彩音 出島　千愛樹 山本　塁 吉田　友紀

髙木　憲 ﾁｪｰｾﾝﾁｬﾌｨﾝ 原田　一星 山崎　絵里子

薮田　将天 菅野　功 萬野　和成 小嶋　逹典 西林　厳史 武田　千春

井上　泰弘 関根　拓 吉野　周作 中山　久史

豊田　嘉清 藤野　由衣子 川嶋　真由美 津田　千香子 魚本　祐二 中村　俊彦

高馬　正之 白井　優子 松下　章次郎 東山　学史 石田　文香 米澤　和彦

島田　勇基 田中　健太郎 豊田　秀一

藤戸　正彦 萩原　雅浩 藤本　浩 伊藤　大輔 大森　健 萩原　直哉

東野　翔 河瀬　茂宏 壹岐　正和 川面　孝弘 常盤　颯志 濱田　一貴

泉谷　雄司 石塚　賀彦 壬生　恭平 清家　嵩人 井上　蕗子 團野　亮人

山下　峻弥 松下　由佳 増山　渚 野口　裕史 延山　泰豪 坂本　悠

三宅　南々帆 高森　ユウジ 東　博子 伊藤　薫 石橋　俊文 北島　哲之

辻　真幸 持丸　修平 中田　大貴 谷澤　翔平 榎木　有美 北野　智佳子

阿部　七奈子 安達　知希 富岡　宙一 村塚　亮太 谷口　紗耶 田中　将大

古屋　剛太 山下　里志 野村　太郎 小倉　祐一 金崎　慎太郎 前川　弘二　　

小田　良法 川島　広行 村上　直道 古井　まどか 牛山　裕也

齋藤　直樹 濱出　昌春 中道　健二 桜木　盛司 前田　和哉 関野　展弘

山口　武 西　博三 増川　智 鈴木　正紀 小林　隆行 角田　良二

左傳　淳哉 姉川　洋一 真木　竜大 寶井　大兆 大針　靖史 金子　政義

陶山　尊司 田實　聡 吉田　匡登 浅野　光昭 山田　雄一郎 吉田　丞

兼子　宏一 豊島　充佳 高橋　基樹 山田　祐輔 倉野　吉規 川畑　孝宏

川瀬　治男 篠原　政宏 新井　文隆 中山　将博 菊池　陽 浅野　晃司

井上　達勇 川崎　善久 金丸　靖彦 大江　拓磨 峰　優希 川崎　大輔

松浪　淳朗 田中　秀治 木村　匡利 汐見　哲汰 巽　ほのか 宮口　貴志

木下　義之 町田　祐司 千川　亮汰 柳内　厚洋 森　一記 鎌田　和仁

渡辺　貴志 前田　敦司 板垣　一隆 野田　ちはる 武田　直樹　 澤井　和樹

吉川　翼 坂下　達哉 佐竹　道夫 曽谷　宙司 水野　拓充 前川　考

南田　菜那 山口　翔 小谷　周平 谷口　友一 安井　渉 花本　好史

杉田　浩 橋本　陸 谷上　直也 岩崎　栞 采本　克成 宇塚　晋也

芦谷　光雄 山田　公長 矢野　竜二 須藤　大輔 荒井　康宏 五十棲　平吉

橋本　琢 鈴木　哲史 平野　大地 上羽　弘晃 細川　暖加 五十棲　龍太

畑瀬　信介 肥田　崚聖 中野　太貴 川村　透弥 村上　裕也 今田　智樹

古野　誠治 山下　智 細田　直樹 岩崎　和真 岡本　裕希 有賀　大貴

土井　麗 礒谷　陽介 高木　優太 中村　晃輔 湊　拓真 山口　恭教

土岐　政晃 亘　芳樹 片畑　吉史 岩上　善紀 阪本　展史 西岡　康浩

川阪　貴史 上続　将矢 吉田　重一 矢部　修杜 巽　康平 南　大輔

恩賀　聡之 中村　亮太 佐藤　公哉 笠原　悟志 上山　二郎 小林　壱静

野口　真一 前島　孝樹 石黒　竜也 曽谷　貴弘 岡庭　浩 左近　裕之

畑瀬　弘和 渡邉　剛 亟々　美由紀 松陰　亘平 田渕　浩一 木曽田　昌司

井植　隆敬 佐藤　央 御立　拓也 小西　大輔 森下　雅博 小谷　淳

10075 尼崎バーテンダーズ
5年ぶりの参加です。 普段アルコール漬けのバーテンダーが24時間一切お酒を飲まずに走ります。
怪我のないように楽しみたいです。 打ち上げはどこに行こうかな・・・

10076 はまらんＢ
はまようちえん在園児、卒園児の保護者で参加するチームです。
子どもたちと一緒に24時間すごしながら、最後まであきらめないで、走りたいと思います。

10074 本田組 何年かぶりの出場で、前回の周回数を上回るぞ。

メ ンバー

10073 ＲＵＮスターズ 仲良く楽しく走ります!!

10093 ペンギンズ

10095 ルートワン・パワー

10096 新関西課外活動の会 親父パワー炸裂させるよ!

10098 チームパワプロ！ 今年もパワープロダクションブースで24時間販売し、そしてチームでも24時間走ります！
昨年は歴代最高の22位！今年も歴代最高を目指し、パワプロを摂取して熱い24時間を！

G-7 Stars

10094 三笑堂　堺支店 今年で3年連続の出場です。 楽しくをモットーにチーム一丸で頑張ります!!

10102 東海252km道

10105 KAB

10103

10097 大阪回生病院 Enjoy Running!!

10101

10099 チームＤ１

スーパー雷鳥

10104 ABサンエース

10106 北摂オートバックスⅡ

10107 マサッキーズ2018

10108

10086 カッパーズ 今年も手を抜かず24時間がんばります。 再会できた仲間たちに感謝です。

10087 まえだくん 12年連続通算18回目の常連チームで、遂に?? やっと?? チームTシャツを制作!!　更にチームの絆が強く
なって今年も走って遊んでモグモグして寝てハイタッチして楽しみま～す♪

10088 リゲイン 第1回から連続出場のリゲインです。
平均年齢が上がってきましたが、今年も暑さに負けず24時間戦います。

10089 ちんくい虫
今年の舞洲はみんな仲良く楽しく元気よくがんばります!
熱中症に注意して完全燃焼します!!

一生懸命がんばります。

10100 チームD２

脱メタ我武者RUNNERS

10090 逆風に負けない 毎年参加しています。 1年に1回、メンバーと顔を合わせる日なので、とても楽しみにしています。
今年も楽しく元気に走り切ることを目標に頑張ります。

10091 大坂夏のラン 去年より走ります!!!

10092 ＴＧＣゆるっと ゆるっとがんばります♪

10080 びょうやく　かめ

10079 ＭＤ走友会

10082 スマイル 7回目の挑戦です。今年も笑顔(SMILE)で楽しみます!

10081 びょうやく　うさぎ

10085 カメカメ大行進 上は62歳マスターズランナーから下は中学1年バスケ部まで、バラエティーに富んだメンバーで昨年の
19位を上回る順位を狙います。

10083 西川リビングＲＣ 快眠とランニングで健康生活楽しみます!

10084 カメカメ大行進Ａ カメカメ史上最上位を目指し、今年も頑張ります。

10078 ナイトラン＆長居 一走入魂で24時間襷を繋ぎます!

10077 はまらんＡ 熱中症には負けない!　我らネッチューンズ!



No. チーム名 P R

高橋　克己 阿黒　功 宇多　一博 中村　誠 楠山　明博 松田　崇志

進藤　要 廣瀬　彰則 西本　一貴 風尾　寿亨 落合　礼二 谷口　雄太

渡邊　悠貴 湯浅　徹 吉井　浩二 後藤　崇史 長浜　成一 小澤　隆之

宮島　光典 船橋　弘介 鹿山　和夫 濱村　剛彦 白田　匡史 東　卓宏

岩城　健児 野田　和臣 田中　寿人 矢野　竜也 田中　淳介 隅野　亜希宏

谷　俊作 榧　宏介 池田　信一 湯浅　誠 中西　智彦 若林　誠

大原　寛慶 山原  大良 陣内　 蘭丸 田口　嘉久 石津　克也 成田　雅之

片岡  裕貴 乾　陽介 大野　光介 三木　伸朗 石渡　大地 渡邊　重光

下中  敦史 中島　悠介 石田　 光昭 川上　学 結城　美蘭 池田　勝

田中　廣 大久保　功 川端　大介 前北　圭介 八木　敦也 伊藤　伸一郎

宮本　圭祐 檀之上　英和 藤田　恵司 古川　昌人 泰井　麻帆 谷口　昌宏

高須　教雄 森川　秀利 福井　貴司 西野　真幸 稲留　健二 田中　亮也

木村　好一 木村　好一 小南　ももか 高橋　淳一 志摩　史朗 会津　一海

金丸　光彦 金丸　光彦 中島　悠暉 水口　千恵造 田中　久美子 唐門　友香

園部　朝大 園部　朝大 鵜飼　哲矢 菱田　伊佐子 中井　康浩 山本　光泰

森本　好彦 荒澤　幹康 前田　昌一 福井　明 田浦　丈太郎 重丸　壮志郎

武本　裕 松井　達彦 千原　康弘 藤井　栄治

畑　佑宇希 小村　訓之 西林　真紀子 萩原　俊樹 山上　盛也 今本　英男

安田　伸裕 松本　洋平 植木　譲二 竹林　良恵

松原　幸司 小川　清誠 井田　雄三 岩佐　晃壱 大橋　誠司 岡本　宏幸

垣田　浩邦 四方　幸 墨　雅代 堂浦　可奈子 名畑　龍史 脇本　康裕

小池　充

横田　隆 四方　邦宗 村山　浩之 今城　律雄 坂部　真一　 加藤　聡美

市川　洋二 杉浦　良洋 北村　領人 坂本　加寿馬 本多　達也 村田　還

山浦　康成

刑部　傑 小林　睦生 木南　健彦 上村　正広 濱田　邦仁 佐本　和俊

山下　博文 岡田　享孝 万月 隆 澤邉　和信 萱野　哲也 小村　直樹

大田　昭博 西弘　太郎 栫 六月 伊東　佳以太 宮崎　知幸 宮川　和己

木村　毅 芥川　修 加藤　精吾 森廣　慶太 原田　貢如 後藤　浩三郎

金田　富夫 小村　拓矢 三桝　忠祐 黒崎　海志

丸山　翔平 有吉　頼太 田中　善裕 浅井　扶実人 西出　旭 中山　和俊

坂東　暁 川崎　博英 小森　亮太 糸井　雄基

西開地　平 坂本　秀吉 山本　節子 根本　哲夫 川畑　暁良 池田　淳

山根　千春 井坂　徳之　 神谷　俊英 桝田　佳秀 宮崎　美穂 宮内　正一

出嶋　光信 富田　克幸 荒木　祐介 美濃岡　加奈子 三好　裕美 野口　純一

浅野　孝文 定塚　一人 藤川　和彦 三村　義雄 藤原　孝洋 松村　英治

田中　秀明 武田　奈々絵 澄　伸次郎 岩永　浩史 上島　啓之 岩田　貴志

岩田　珠美 浅野　真妃

吉本　寿 安倍　寿生 谷口　正巳 横井　康大 香取　司朗 寶田　景太

川瀬　愛子 福田　好信 上村　望歌 菊池　慶太 吉本　加奈子 千野　晃一

井上　仁司 安井　寿 三江　紀子 西元　浩子 岡本　光宏 國貞　チヅコ

中司　和行 坂本　達生 溝口　嘉寿子 二川　康広

三宅　伸 横川　寿夫 井上　里紗 吉居　直豊 橋本　翔平 小南　奈央

布廣　敬一郎 山内　文隆 紺野　雄資 井上　拓

古田　美咲 岡本　亨 天方　大貴 脇坂　聡 片山　直也 木下　宏一郎

池田　正親 福田　純矢 赤塚　勇士 大竹　一也 與田　安紘 森　大輔

平野　雄洋 堀内　寛子 豊田　博志 木葉　弘 脇坂　裕子

堀内　克郎 原　大樹 仁義　文章 仁義　修 中村　匠見 松橋　敦史

新堂　剛史 村瀬　和也 寺田　優 中井　俊介

上田　徹 妹尾　守清 吉村　真理子 辻　清司 山香　正和 村上　真哉

川中　眞智子 藤並　昌夫 羽生　博彦 小島　理恵

山本　経夫 山田　愛子 金津　俊一 船越　健造 寺岸　洋季 中村　年晴

尾曲　真也 後邉　有希 松本　隆宏 末金　勝義 古藤　玲

空田　裕隆 木村　英司 宮内　逹夫 中埜　康幸 山内　見香 岸　功

村山　敦浩 森　泰二 中野　康彦 杉浦　方亮

長村　泰正 松村　若子 横井　愛加 丹羽　裕信 浅野　ノッチ 糸瀬　力

河嶋　潤一郎 泉　道子 和田　恵子 杉浦　正彦

白石　健 尚　　泰希 高木　　淳史 藤谷　佳代 中井　　璃佳子 白川　真里

辻本　　隆浩 田中　華乃 菊池　紹良 小林　勇輝

今田　淳子 豊岡　純仁 加藤　雄次 丸益　康生 中屋　博文 大里　俊仁

岩本　岳 宮崎　康徳 見藤　大雅 前川　威

安藤　武史 小松　弘宣 岩﨑　匠 前田　剛毅 梶山　涼平 安村　圭

藤代　海洋 高田　晃平 国本　諒 松本　のぞみ 三宅　隆文 木村　凌

塩津　光彦 石原　信雄 武田　秀明 武田　恭輔 中村　俊孝 濟木　夢大

橘高　伸五 北島　秀有記 山本　利樹 鋤柄　玲蘭 西郷　茜 嘉悦　里奈子

西村　博士 松田　義一 種島　鉄夫 吉水　　清一 宮地　潔 飯田　章

万年　正芳 山崎　隆生 西　秀幸 岡本　靖史 田中　清美 浜田　久美子

綱木　康朝 小川　喜由 樋口　勝巳 佐藤　薫 西田　好宏 尾崎　智之

六川　正也 和田　幸作 西田　文江 藤野　多美子 英賀　彩子 徳元　ゆかり

殿水　利之 松岡　朋枝 岸本　祥子

竹島　順子 林　調和 猪岡　裕介 加嶋　淳 岡田　純一 勝間田　礼司

人見　秀敏 瀧本　真 枡田　武則 和泉　紀雄 辰尾　信浩 中西　克之

奥田　孝太郎 近藤　隆 南　典孝 中川　純子 今西　尚詞 尾田　賢典

三宅　　孝昭 大石　貴光 髙谷　雅之 大池　潔 瀧川　順庸 西浦　謙次朗

奥野　伸一 田村　浩教 金城　光 浅野　佑基

林田　陽太 土田　敏則 千原　晃 中塚　政生 末山　貴文 楠　昂起

中川　佳南 萩山　絵梨 百目木　康平 岡本　ゆきえ

岡本　潤 田嶋　仁 浜崎　拓馬 小鯛　未来 明瀬　駿平 福田　敬也

恩田　尚弥 宮崎　明彦 山北　直人 山本　邦博

青木　千明 原田　卓也 青木　真利子 宮川　智夫 堀江　亜紀 鎌田　政子

田中　三賀 穐友　絹美代 仲間　吉隆 堀江　久美

矢倉　弘一 本田　努 稲垣　佐知子 益田　久子 井上　龍二 崎本　政彦

増田　和晋 小林　誠 高木　浩 山本　信次

井上　浩隆 正木　友二 井筒　隆 河原　正治 浜町　恵吉 長谷川　伸一

中井　功司 小川　裕之 浜町　恵太 三好　章太

10114 チームＯＴＣ

10112 西ロジ

10111 SUPPLIERS

10110 せんなりや77

10140

10137 ブルーミング
チームとして9年目の出場となる今回、チーム名も新たに再出発です!
若い? メンバーも加入して平均年齢も下がったので、今年も完走目指して頑張ります!

10144 ＮＮＭＣ 暑さに負けずがんばります。

10139 ＲＰ１０ We run for Beer!!!

10138

メインはＢＢＱ 力を合わせて頑張ります!!

4年連続出場です! 今年もたすきをつなぎ完走!!

10118

10117 チーム　モーリー
今回でラッキーセブン、7回目の出場!!  今年は20代ゼロで、いよいよ平均年齢が48歳まで来ました。
オジサンばっかだけど気は若い!!  楽しく頑張るぞ!!

10109 中四国りべんじゃーず

10122

10132 古都奈良競走会 今年も奈良の鹿のように走り抜きます。

10131 狂走会

10136 ＫＦジョガーズ
24時間和気あいあいのんびり、ゆっくり何も気にせずマイペース我が道を行く。
皆で励まし合い無事完走のみ。

10135

伏尾Ａチーム

シナッピー
今年も熱い夏がやってきたーー!
大阪と名古屋のシナジー効果で、楽しく、怪我なく、最後まで、24時間笑顔で走りぬくぞー!

10134

10143 ペースアップ

10142 ランくるないさー
今年もやってきましたRUNくるないさー!  24時間テンションMAX! ハチクの勢いで走りまくります!
今年はどんな衣装で走るのか? 乞うご期待! ふふふっ。

がんばります

10123 ピュアホワイト８
今回で8回目となります。 今年は100位以内を目指します。
「食卓と舞洲にある」を合言葉に走り切ります!

わかちゃんＦＲＣ
KBS京都ラジオ「レッツラン」 走るパーソナリティ若林順子が西京極でガシガシ走ってるメンバーと
チームを作りました。 ビッグゲストもお迎えして、頑張ります。

10141 ＲＵＮ　ＫＳＫ

10130 走る動物のお医者さん 今年もタスキをゴールに届けるぞ!  ワンワン! ニャーニャー!!

10129 しんかな走ろうよ会Ａ

10133 チーム大雅 昨年に引き続き、このアスリートメンバーでぶっちぎるぞ!  24時間力を合わせて頑張りまーす。

チームＤＩＳ 今年で10回目の出場です!　新メンバーも加入して、どんどん進化するチームDISに乞うご期待!

10124 Ｇ走遊会
年齢　性別　走力関係なく　走ることをみんなで楽しみます。今年も襷で硬い絆を繋いでいきます!
ただいまメンバー部集中!!  G走遊会 お待ちしています!!!

10128 しんかな走ろうよ会Ｂ
RUNメンバーでの、毎年恒例のイベントになってます!
今年も、みんなんでめっちゃ楽しみたいと思います。 わ～い!!

10119 コデブスターズ
職場の精鋭コデブ6人で初参加したのが第1回大会。そして今回で15回目の出場。
今ではコデブは少なくなりシュッとした若者が多くなったけど、熱いコデブ魂で24時間頑張るぞ!

10121

10120 まるちゃんず
よろしくまるちゃんずです!  今年もやってきちゃいました!
例年通り怪我せず、倒れる事なく楽しんで走りきります!

10127 ダイカンファンラン 今年も怪我無く完走目指してがんばります!

10126 和気合愛

10125 フィラーシステムズ

ｅｎｊｉｎ’
個性豊かすぎる猿人達が進化ダッシュします!
全力疾走で優勝を目指す。って本田さん並に強くいいます。はい。

ＫＵＴ＆ＦＯＢ 新たなメンバーや久しぶりのメンバーも加わって、全員で完走目指すぞ。

10113 Established land

メ ンバー

10116 オガワソンｗｉｔｈＡ なんとか完走できるようにがんばります!!

10115 ミスギンジャーズ 100位以内目指します!



No. チーム名 P R

細水　康平 須郷田　幸稔 坂本　和生 佐々木　義男 荻野　誠司 梶原　秀二

金子　典和 藤井　和孝 渡辺　忠直 高橋　尚人 木場　真也 高橋　裕貴

柴田　和輝 鳥山　貴広 山下　将司 城野　百合 暮石　有佑

近藤　裕二 近藤　直美 山本　卓生 三森　望未 花市　祐介 津田　博貴

井倉　未樹 本田　みなみ 森本　麻美 井上　優樹 森田　清隆 松村　七海

増田　真之 萩原　有香 西　達也 栄本　侑記

黒崎　淳 中川　強 原田　政一 松本　泰典 大田　暁史 小松　和幸

大野　翼 札本　良 元平　ひとみ 山本　和美 後藤　忍 加藤　洋嗣

西岡　寛明 山下　勝大 西尾　勝成 鵜丹谷　美咲 古岡　基秀 川端　明秀

加藤　篤史 山之内　祐介 嶋田　健吾 青木　弘児

熊澤　連 橋本　晋 大井　宏将 杉浦　慎一 秋山　輝之 中谷　佳和

加藤　正志 西本　翔 以倉　泰知 上田　紘之 山村　晃司 藤原　裕士

堤　貴彦 高谷　悠大 柚木　知之 福井　学

圓田　幸恵 河内　祐樹　　 須賀　洋之 辰巳　雅紀　 中村　啓克　　 三島　信将　

竹島　成昭　 西浦　正法　 加藤　未悠　 寒川　浬名

宮川　香織 前川　康隆 三林　聡志 池田　祐輝 生山　恵悟 信國　豊隆

長谷川　美咲 竹田　容子 加藤　史隆 礒野　渉 中野　貴文 高瀬　紘一　

濱上　賀津 後藤　肇 橋本　篤史

石田　成樹 丸山　英樹 吉田　雅之 宝来　浩二 杉内　伸雄 尾崎　潤也

奥田　秀樹 瀧口　卓志 中村　祐希 中西　一夫 米倉　みゆき 西野　美智子

柴田　聡紘 河合　利彦

蓮池　久子 藤澤　光紀 岡野　一也 村中　則政 升野　孝雄 長濵　誠太郎

平木　利一 岡本　勝夫 山崎　聡也 井畑　知佳 井上　佐知 鶴井　悠

鶴井　明弘 松井　裕紀夫 中村　桂一 伊賀　忠雄

笠　滉宏 横田　伊代 日置　拓磨 平岡　佑太 梅村　紗代子 溝上　功二

宮本　大峰 岩﨑　仁志 髙橋　実冬 河北　諒

与島　大樹 辻川　友紀 ドン ヴィ ファット 西村　友佑 山崎　祐希 柏谷　大輔

原田　泰志 古田　寛 樋口　哲朗 奥　光聖

米田　豊 田村　良治 松本　直樹 桑原　竜一 林　眞由美 福田　智行

関谷　将成 坂田　浩太朗 北　顕太郎 魚住　尚史 奥迫　大史 藤田　岳

砂川　かな 多根井　千明

佐野　伸一 谷口　竜彦 影山　真吾 岸口　真也 荒木　敏晴 和田　充弘

秋山　勉 垣谷　芳裕 野中　達矢 吉田　宏平

岩見　吉晃 新宮　功介 篠原　裕貴 池本　洋司 筧　純一 山口　良介

北原　知行 杉原　孝 今西　裕美 高橋恵里加

立木　信男 坂口　拓哉 青木　翼 青木　聡 伊藤　正治 平山　隆

瀧本　俊明 多田　夏彦 安達　知博 中西　香月 山際　千穂 加藤　まい

米村　晋平 瀬尾　良平 佐古　武彦 谷口　宗平 斉賀　洋明 中村　真佐志

畑中　博臣 桒原　大樹 山本　達也 伊達　貴志 森下　広也 加芝　大陸

和田　駿 橋本　有貴 小林　毅司 村岡　拓弥 浅田　英吾 桒垣　威千介

森岡　直也 増田　宣弘 奥村　一行 福永　和幸 古里　和範 一貫坂 哲

光安　武志 畑　浩司 佐藤　光子 河盛　博司 西村　昌和 新里　朋子

大岡　憲弘 吉島　航日子

メ ンバー

　　　※オートキャンプ場チームは次ページ

10162

10160

コスモスランナーズ

大阪スタートアップス

三宝電機ＡＣ

ＳＷよかいちＶ２

サブゼロ但馬選抜

クルブ

10161

10155

10156

10157

10158

10159

10150 はんなり

10149 ２代目帝王イクラ軍団 1周目から全力でやらなきゃ意味ないよ

10148 ＢＲＥＭＥＮ

10147 マルシェＲＣ

寝屋川は香里園のPUBチームです。 お酒に呑まれる事無く走り続けます!

10152 Ｔ‐Ｍａｋｉｚｕｍｅ チーム全員、巻き爪ですが一丸で頑張ります!

10151 ウルトラブー ウルトラブーのピンクブタのように 可愛く空高くタフに長い距離を走りたいと思います。

10数年ぶりに出場します。 24時間後の感動目指して走り抜くぞ!!

13年ぶりの出場とあり、期待と不安で胸が一杯です!
そして、優勝目指して燃えています! (笑)　怪我しないように頑張ります!

生駒少年ラグビースクールのコーチと仲間達。
2019ラグビーワールドカップを盛り上げるため頑張ります。 ALL FOR ONE，ONE FOR ALL

三重は四日市から、2年連続2回目の出場。前回チームからバージョンアップを図り、平均年齢は4X歳。
前回記録の更新を目指します。

2年連続　やって参りました舞洲24時間リレー　熱くがんばります!!

大阪城から参戦!　チームkurubu!

ＴＥＡＭ森永

生駒ラグビー・ラン部

10153 此花生安 おっちゃん、おばちゃん、若者みんながノブオと走ります!  日頃鍛えた健脚に乞うご期待!!

10154 ｔｅＱ　ｔｅＱ
【One For all All for Personal】 一人は皆の為に、皆は自己ベストの為に 1人1人助け合い、ありがとう
を合言葉に24時間笑顔で走り抜けます。

今年で4回目の出場となります!　昨年は58位でした!
今年もみんなで楽しく、上位をグイグイ狙って参ります!　 宜しくお願いします!

目指すは、上位。

Our Team チーム一丸頑張ります!!

10146 Ｓ＆Ｅ S&E = Smile&Enjoy!  笑顔で楽しくをモットーに、みんなで仲良く24時間走り切りまーす♪

10145 ふふふ



No. チーム名 P R

三輪　清 改正　知子 中村　和世 門林　留理 永野　美恵子 宮田　義美

河原　千恵子 豊海　奉寿 川口　直広 沼田　渉

中村　大輔 大竹 順平 湯川 清克 大川 真司 樋野 光 二瓶 聡

中村 大成 川西 亜紀 有田 和弘 結城 史友

白井　洋司 山本　博 大石　俊彦 川崎　英治 末松　英樹 北川　誠治

井田　利紀 木寺　美和 東條　祥子 天倉　良美

小野　卓也 谷尾　李宏 金城　永幸 横関　憲志 川田　康由 岡林　隆英

佐藤　真理 宇田　節生 宇田　智子 江原　省一

盛　博徳 田畑 浩一 坂下 賢二 栗生 幸二 松本　賢 和田 健一

楠本 和男 稲垣 均 入江　僚 杉原 道子

竹馬　圭三 中条　えり 谷田　辰郎 小島　千鶴 野中　敬二 河崎　有美

矢野　雅幸 河野　功 坂上　祐一 上田　厚子

藤木　浩介 財部　祐矢 森山　聡希 以倉　広一 湫　隆博 松本　悠

北　昌史 治田　直樹 下　達也 中上　洋平

藤井　康司 芦原　龍彦 阿部　大祐 中野　裕貴 源常　航 二ノ丸　雄也

奥本　貴之 伊福　雅昭 山崎　由美子 山崎　菜穂子 前田　貴彦 冨永　祐貴

春國　知貴 奥　昴祐

竹田　洋樹 臣永　和夫 小西　晃子 小西  貴之 秋山　正太 齋藤　有紀子

石塚　未江 松田　恭典 前川　講平 竹田　真由美 浅井　琴美 横山　真司

坂本　佳津子

高須賀　健 葉田　恵三 布垣　和也 馬場　健司 小山　寛之 石川　雅之

村上　智裕 隠岐　太陽 牛尾　香 村上　由香 橋本　彩香 菊本　さゆり

絹本　真季子 中北　理歩 酒井　美樹 大藤　沙紀 高見　理華 森　雅子

河内　直子 田路　豊子 高木　文彦 澁谷　智子 岡本　好子 三宅　秀美

北田　春美 西田　美裕希 田端　淳子 久米　弘恵 岸本　直也 新川　義仁

藤原　寛啓

三上　裕章 中村　善典 ニ江　大介 横山 　幸一 丸橋　昌容 黒田　稜

平岡　真由美 濱端　祐葵 冨田　千尋 山本　清美 徳重　友見 藤田　一華

松元　將安 伊山  賢

松本　拓弥 瀬川　亮 高橋　理 本田　拓也 森下　航太郎 佐伯　治郎

玉手　裕也 川崎　マサムネ 薮田 マサヒロ 寺本　ユミ

田中　歩 松川　増美 水川　雅人 坂井　政美 竹田　隆誠 水川　雅友

秦　優子 大前　拓也 脇田　慎士 大石　雅美

西尾　純子 澤田　一孝 佐武　俊宏 澤田　美咲 天満　勝也 多田　和道

松川　智彦 田村　夕夏 内野　智弘 木本　晴彦

辻中　諒 北川　拓哉 副島　悟志 木田　憲之助 橋本　啓示 済木　拓馬

打越　大貴 宮本　義子 稲畑　翔 栗栖　光生 政所　尭宏 寺前　欣則

中迎　憲章 西之辻　功 龍里　泰彦 川口　聖史 西之辻　泰宏 江口　隆法

御門　辰巳 倉田　淳史 大上　孝志 冨田　奈津子 松井　京子 西島　久代

廣田　征志 濱田　祐大 龍里　澪奈

津村　幸恵 徳田　真理 刈山　由梨恵 福本　京子 髙橋　幸子 東　和子

籔田　委子 大槻　祥子 伊藤　亜衣 渡辺　亜沙美

植田　恒平 三井　有紀 吉岡　敏弘 小阪　祐史 佐々木　一 藤吉　勇気

佐藤　竜輔 貝田　拓歩 大澤　淑晃 小久保　剛史 吉田　瑠佳 森野　文代

坂本　泰平 廣重　和樹 永田　廉和 北村　尚哉 小谷　卓哉 岡田　裕基

田中　幹也 清水　宗武 曽我　るみ 寺田　英未 西浦　玲奈 西尾　正明

岸本　英敏 吉田　祐貴 西村　滉祐 荒井　泰樹 西田　公哉 若松　正太

千々岩　隆雄 池尻　恭輔 坂中　聖茉 田中　航太 松島　周 濵川　将希

多留　寛成 井坂　正巳 太田　圭祐 梶田　武宏 清家　淳二 中村　博義

守作　一志 美登路　篤志 枡矢　健一 河村　和徳

中村 順一 木寺　健一 増田　恵理 竹口　麗花 南里　拓志 小林　広明

竹林　利栄 酒井　一樹 福井　吉弘 梶野　健太

久野　裕史 義若　研二 河内　清純 奥野　充 野海　輝雄 角田　智幸

林　伸一 五代　香織 萱野　真理子 稲田　美奈子 川口　ひかる 米田　典子

長尾　喜一郎 長尾　喜代治 植田　喜久美 関本　久依 西口　昌樹 松田　達也

阪本　俊也 河崎　綾子 池田　深雪 牧野　光孝 内村　武志 出口　広清

三好　洋三 山崎　匠 桃井　俊明 中村　洋一 小野山　昌秀 柴田　和幸

池上　亘 今東　仁 平井　宏和 二反田　照夫 小山　功将 加世田　潤一

出町　寿浩

明橋　武博 井上　智史 櫻井　道裕 奥村輝久 楠本　敏夫 酒井　善典

坂下　清信 馬場　博史 平松　徹 古門　真一 三山　慎次郎 青山　眞理

奥村　政代

前野　充男 福井　正恵 篠原　和子 秋山　光夫 稲澤　かおり 川上　恵世

向出　伸弘 山本　正樹 深井　芳恵 石井　洋子 祷　史明 成田　勇

成田　眞潮

小林　健男 石崎　嘉孝 板谷　重宏 奥立　優 久呉　真章 才野木 敏夫

嶋崎　敦志 清水　義博 白木 敏之 南木 隆 西川　眞二 石川　淑子

稲垣　恵子 久呉　由紀

内田　吉紀 奥本　良 阿南　一 磯部　泰男 藤田　光貴 外山　秀太郎

渡邊　雄介 北谷　克一 吉長　誠司 伊藤　智昭 松谷　恵里奈 島中　由香

福永　雅之

古川　淳也 泉本　暁伸 小林　政司 角田　尚輝 福田　康成 高畑　晃久

前本　明宏 下之薗　一輝 岡　大輔 滝川　桃果 松葉　美咲 橋本　和久

島尾　豪 米田　直樹 津和　邦嘉

長谷　浩二 堀内　真美 脇田　千鶴 瀧川　光 安田　幸代 山野　重則

渡辺　理恵 明石　利枝 山本　昌代 池田　里美 島津　雄次 山田　弘洙

水野　俊彦 水野　和代 長谷川　裕二

中谷　泰章 梯　優子 織地　研太 川井　潤也 大西　浩貴 米田　朋也

井田　一宏 宮村　麻美 横山　英里 坂　安優未

中川　一希 有水　紀一 大木　彩 岡田　法臣 奥村　朱美 河本　裕行

白石　和也 田中　浩明 長瀬　祥平 中西　佐太郎 西田　憲生 東口　佳史

正岡　宗雪 横山　至宏

佐藤　修一 高松　健太 中川　将司 田中　雅浩 深瀬　知秀 森本　光貴

大濱　暢祐 田中　佑亮 篠原 　功一 小島　直也 前川　賢司 和田　雄輔

藤岡　孝啓 山下　晃平 中出　良太 藤川　祐介 篠原　敬 松本　邦孝

荒生　雅貴 堀田　智幸 中本　広明 安村　俊一 西峰　太輝 野久保　亮作

前田　優志 藤岡　孝啓

中野　充 小池　統 岡崎　嘉宏 中村　智亮 樫原　起仁 牧山　健

月元　昭次 川島　滝大 金田　翔太 藤本　健人 武田　　秀彬 西村　直人

吉田　万柚香 高木　琴実 細竹　隆仁 久冨　雄太

メ ンバー

10231

10232

10234

10235

10236

ラン友・オールスターズ

ＲｕｎＪｏｈｎｓｏｎ

チーム・ガチ！

ビーラーズ

脱ゆとり

アズ・スタット駅伝部

楽しく走り、楽しく呑む、よく笑うチームです。

今年も恥をかき捨て(笑) とことん真夏の大人のお祭りをトコトン楽しみまっせ～

みんなで感動を分かち合おうぜ!!

24時間楽しみます!

第一回から参加しているチームです。
毎年この日を楽しみにメンバー皆ハイテンションでボロボロになるまで走ります。

こんにちは!  神戸の病院の月一体育です!  毎年恒例行事となった24Hも5回目の参加となりました。
今年も新メンバーを加えて職場で鍛えたチームワークで舞洲を駆け抜けます!

大阪城を中心にのらりくらり活動している、楽しむことがモットーのチーム。
実はアクティブなメンバーが多く、大会で一度スイッチが入ると爆発的な力を発揮する!

今年も夏を感じて、仲間と走って、食べて、飲んで、騒いで、、24時間目一杯楽しみ尽くすぞ!!

肝機能のフルマラソンは得意です！

10233

Facebook上のコミュニティ「ラン友」メンバーからの参戦です。
清く・正しく・美しく、そして常に楽しく・時には速く!? 24時間走りたいと思います。

会社のラン仲間です。毎年恒例で参加。新たなメンバーを加え、今年も楽しく24時間走り切ります!!
目標222km越え!!

今年もこの時期が到来!
「楽しく走るを」モットーに、時には自分を追い込んで走り抜き24時間後の感動を掴みに行きます!

ねやサナ

中道ＪＡＰＡＮ

ＫＯＺＵ２９Ｂ

ＫＯＺＵ３５３６３７

10223

還暦爆走オヤジ集団kozu29の先輩方にそそのかされて、いえ、誘われて、高津高校35期36期37期混成
チームで初参戦です。50代パワー炸裂させて、いざ爆進します!!

半分ピンク、半分白い、格子模様のTシャツで今年もやってきましたkozu29。
半分青いと言わず、まるごと参加の皆さんと一緒に青春を謳歌します。はい了解致した。

12時間は歩いてます。

清く正しくさり気なく

数年に一度会う人も、一年に一度会う人もいつも舞洲で集合でした。
再会を楽しみに、舞洲を満喫しよう!!

今年は還暦kozu29。 9年連続舞洲に来たよ。 孫がいっぱいできてもやる気満々元気そのもの、
素晴らしい後輩さん達も巻き込んでどんどん広がるKOZUの輪。

10230 となりのそうこ 毎日通っている舞洲は地元なので地の利を生かして全員力を合わせて暑い夏を吹き飛ばし
ケガをしないようにガンバリます!!

10219

10220

10221

10222

10224

高校の同級生チーム。 今年創立50周年と50歳なので、記念に残るような大会にしたいです。

10229 マラソンばか蔵 新入社員からベテランおっさんまで、幅広いメンバーが集結。
楽しくワイワイと笑顔で24時間タスキをつなぎます!!

10228 ＫＯＺＵ２９Ａ

関西支部

今年は順位にこだわって走ります!

10201

10202

10203

10204

チームポン

ラインマン

アフターダーク

守口敬仁会病院

伝走会１

伝走会２

泉北高校１６期生

月一体育

無我夢中

チームＡ３

ＢＡＲエリクシールＫ

ｔｅａｍ・絆

マンボウ

10212

10213

インパルス１０

10214

10226

10216

10206

10207

10208

10209

10210

10217

10218

10211

10227

十三ガンバル会

ＢＯＴＩ―ＢＯＴＣＨ

カールと愉快な仲間達

オートキャンプ場

2001年から2009年の参加で2度の入賞。 9年ぶりにチーム復活。 目指すは優勝。

カールオジサンそっくりの監督のもと、楽しく、賑やかに完走目指して頑張ります。

10225

10215

10205

四万十まで走る１

四万十まで走る２

今年はオートキャンプ場からの参戦というこうとで、まったりとした時間を過ごしながら走ります。
目標は中の下。

今年で8年目!  メンバーも年取りました(笑)  人数も今までで一番少ない? その分皆で楽しみながら
頑張ります。 最後は全員笑顔で!! 10年まで後2年!!

シンガーソングランナーの川畑アキラ率いるチームSSRです。
今年ものんびりゆっくり、記憶に残る大会を楽しみたいと思います。

ガオカ

チームＳＳＲ

さくら坂



No. チーム名 P R

長谷川　友弥 伊藤　伸哉 三木　貴博 寺嶋　忠 赤嶺　健一 山下　圭太

綿屋　雄介 松本　拓也 清水　俊博 釼持　修 赤松　啓介 六鹿　槙美

古石　祐三 永井　大幹 山中　克己

久松　拓哉 野崎　千秋 宮川　暁 熊田　誠 石井　尚範 鈴木　雅彦

DINH VU ANH 木村　拓海 小坂　彩起 髙田　悠太 栢橋　智也 林　惇史

内田　真夏 森田　祥平 南　景子

鬼頭　伸郎 岩見　光敏 丹後　好二 田中　彰人 森倉　隆喜 坂本　有恭生

吉野　浩和 横島　慶幸 奥野　智也 宇治橋　将大 磯部　隆幸 岩﨑　健治

門脇　一郎 北田　剛 隈元　千恵子 成山　伸太郎 安藤 　豊 中村　広基

平畑　智大 村上　充紀 沖田　智司 藤多　敦司 福森　大志 小谷　恭平

吉田　勝志 小門　民輝 津本　佳則 溝口　淳 楠葉　浩晃 宮武　敏和

三宅　隆文 清水　祐児 吉岡　慶音 植田　栄輝 片岡　輝秋

榊山　由馬 矢野　貴文 小林　一 岸本　勝 高見　凛 德島　千秋

和田　早代 前下　直暉 前川　雅子 三好　隼人 浦川　直之 上田　明彦

波夛野　諭志 小林　和徳 宮西　優喜 島内　俊成 戸田　蒼威 北島　一樹

藤原　謙太郎 山口　雄輝 須藤　尭彦 長谷部　裕太 鳴尾　彰人 福居　慶祐

山田　翔大 福井　裕司 福井　心優 木村　誠吾 吉田　卓司 坂下　圭介

南古　祥希 林　健太郎 重信　大地 青木　海 松池　克也 多田　研介

西田　大作 金岡　朋史 阿佐　昌史 杉本　勇二 伊藤　博規 坂原　徹

戸井　邦明 中谷　敦憲 佐藤　康行 松下　裕城 長田　和茂 古用　一希

高橋　雄哉 池島　義直 奥村　壮 北畑　直哉 上田　哲也 友野　隆光

山本　清太郎 原口　浩志 中村　喜吉治 野村　和成 中村　充代 野田　智久

松岡　加純 若林　繁正 近藤　悟 向井　誠

井上　敬太 小谷　真弓 今井　一也 呉本　治健 斎藤　正紘 関　菖

高野　祥一 清水　馬羽路 岸田　美香 井上　真吾

益田　直樹 加藤　功二 内田　雅人 玉山　浩司 谷本　圭司 益田　拓弥

深見　祐希 益田　和弥 今西　宏彰 谷　和也

栗原　浩 下田　篤史 高山　啓介 安永　佳那子 戸梶　愛美 谷口　和也

谷本　崇 分校　あかね 柳谷　昌志 三井　晴

村尾　和也 溝内　貴史 太田　哲明 稲葉　夏樹 高田　佳典 一ノ瀬　高紀

楠本　祐平 網野　智一 畑中　明史 木口　亮

景山　寛 土橋　剛一 渡邊　千夏 三好　賢治 谷本　悠 衣川　史紀

小林　弘和 植田　健一郎 石井　なぎさ 小山　剛 城野　友香 杉元　一雅

田口　裕文 面家　まゆ美 清水　栄二 大釜　照平 平井　正章 奥田　佳美

森田　浩之 石野　朝寛 福井　謙二 奥　仁詞 山野　重則 前田　博

福地　忠仁 神　福幸子 鈴木　保貴 平野　敦 東　伸幸 乕田　佳則

神谷　淳平 三好　拓也 濵田　樹 北山　知佳 上野　愛莉 木村　陽介

神保　亮 黒瀨　康二郎 神田　典子 加藤　亜海 若森　陽子 松原　大樹

安住　有史 菅田　信之 世古口　悟 吉田　英 山本　圭介 村上　陳訓

正垣　淳伍 坂口　彰 柴中　彩栄 木下　朋香 佐藤　束音 石元　佑弥

稲留　義将 池田　渉 坂口　剛史 森田　雄三 森　康行 薬師寺　健祐

八木　大星 寺澤　大 大石　貴栄 杉内　克也 山内　崇 井元　一嘉

後藤　企

三栗　慎也 久留島　貴美佳 藤澤　達哉 天羽　利信 蔵田　剛 笠原　健治

堀口　礼子 山口　美咲 今田　拓也 平山　雅規 垣淵　大和 幡本　陽介

沓掛　正毅 若月　雄佑　 向園　悠

太田　信二 福本　遼太 前田　修平 中平　丈二 太田　槙弥 杉山　幸一

矢野　誠人 宮崎　優伍 町中　翔太 相川　健一郎 中村　亮太 中島　晋吾

芳賀　優 岩本　昂大 佐伯　剛志 松村　友多佳 松村　亜弓

福本　貴司 日笠　順一 小東　卓磨 横山　木郎 高根　康仁 村上　卓也

井嵜　実 寺西　慶記 豊田　圭 小川　賢吾 奥田　誠 藤田　遊海

北垣　真里 西本　和希 安信　友裕 川田　宣治 森川　元気 山田　通成

辻本　千暁 堀　杏子 宮岡　知足 小崎　亮 大平　尚賢 比嘉　亜美

山田　敦 平井　逸郎 池田　雄人 土井　保彦 尾形　秀明

松尾　祐佳 西崎　友哉 木田　寛隆 辻坂　拓実 阪本　盛敏 熊谷　直光

森本　真由 辻　勇旭 増本　晃大 花田　慎太郎 山田　元子 土井　穂高

上田　拓司

保坂　光輝 中島　和樹 勝部　友哉 宮治　久宜 堀口　明 藤本　高志

山内　大樹 水野　将宏 楢﨑　美也 鳴坂　侑祐 伊藤　僚 楠本　匡章

高尾　翔太 岡野　俊紀 玉垣　博章 山下　数弘

小野　晃平 市枝　慶之 福岡　晋 川岸　浩二 衣笠　英明 西本　和彦

吉織　開貴 祖浦　圭介 田中　悠貴 段　琢磨 埴岡　吉成 藤田　拓海

川端　雅広 山本　雅敏 牛尾　和志 山本　悟 工藤　祥大 藤本　健太郎

メ ンバー

10237

10238

10239

10240

10241

10252

10253

10254

10243

10244

10245

10246

10247

10248

10249

10250

10251

ＳＣＳＫ１

アイコム・ＦＲ

ＪＰ大阪城走ろう会

ＳＣＳＫ２

ＭＳＲＣ

ロックペイント

ＲＮ１００

今回のチームは幅広～いチーム 19歳～62歳と年齢が幅広～い。
40kg代～100kg台と体重も幅広～い。 幅を利かせて笑顔でゴールを目指しま～す。

下心しかありませんから。

今年もがんばります!!

達成感を再び味わうために今年も参戦する老若男女。 期待の新鋭が奮起してステップアップ?

今回で11回目の参加です。 中学校の同級生中心のチームでやってきましたが、今年は、現役の後輩
中学生が参戦します。 今年も頑張って肉を食べたいと思います。

今年も楽しむぞ!!

昨年に続いて2回目の参加です!　今年は記録更新目指して、楽しくワイワイ走りきりたいと思います!

普段は水中生物やってますが陸上でも頑張ります!

「ダ」!

こんにちは!  平均年齢41歳のオッサンチームです。 怪我をしないようにBBQを頑張ります☆
よろしくお願いします。

毎年恒例の24時間マラソン! 海やBBQや旅行を一緒に楽しめる素敵な仲間です☆
今年もみんなで走り切るぞ～!

太平建設工業は、とことん安く、トコトンサービス、あなたの笑顔が見たいのよ。
釘は抜いても手は抜きません!!  よろしく!!

去年より走れる様に頑張ります⊂((・x・))⊃

恒例の舞洲24時間!  今年もオートキャンプ場Getで頑張るぞ!

平均年齢高いかもー

今年のめあて　1 思いっきり楽しもう!　2 怪我をしない、無理をしない。 3 みんな 仲良く!

京都から連続出場中の医療系多職種連携チームです。
今年も安全第一で明るく楽しくゴールを目指します。 もちろん、打ち上げの乾杯まで全力です

100位以内目指して頑張ります!

10260

10259

10258

10257

10256

10255

10242

チームエーモン

ＨＡＣ

近医水ランナーズ

フェム

チーム下心

風

六中ファイターズ

すげちゃん

ＮＲＣ

ＤＡＮＤＩＥＳ

金ちゃんファミリー

フレンズクラブ

カープ

太平

なにわアメラン部

なにわーず

ＲＵＮよりＳＡＫＥ


