
No. 賞 タイトル 氏名 住所

1 最優秀賞 ブルートレイン 古川 圭一 愛媛県今治市

2 優秀賞 空気抵抗に打ち勝て！ 岡田 功 堺市南区

3 特別賞 世界遺産・仁徳陵を走る 松原 唯夫 堺市堺区

4 入選 はがね 清水 聖一 羽曳野市

5 入選 Who is the winner 田中 基之 枚方市

6 入選 先行 斉藤 貴 大阪市北区

7 入選 先頭争い 斉藤 貴 大阪市北区

8 入選 華麗な激戦 中尾 征次郎 大阪市平野区

9 入選 激走 藤田 勉 堺市東区

10 入選 さあこれからだ 岡﨑 弘幸 和歌山県和歌山市

11 入選 がんばれー、ファイト！！ 岡﨑 弘幸 和歌山県和歌山市

12 入選 今だ！ 追い越せ！ 井阪 明 高石市

13 入選 コーナリング 五領田 清一 堺市中区

14 入選 せり合う 山本 治彦 泉大津市

15 入選 新緑のコーナー 小川 隆弘 堺市堺区

16 入選 Handshake 櫻田 一貴 泉南郡熊取町

17 入選 デッドヒート 粟辻 寛紀 奈良県大和高田市

18 入選 Go！ Go！ Go！ 小宮 利文 大阪市都島区

19 入選 激走の音 赤石 博 堺市西区

20 入選 叫べ!! ゴールは目前 遍々古 泰久 東大阪市

21 入選 世界遺産・仁徳陵前ラスト1kmの攻防 松原 唯夫 堺市堺区

22 入選 世界遺産・仁徳陵前のトップ争い 松原 唯夫 堺市堺区

23 佳作 ラスト スパート 古川 圭一 愛媛県今治市

24 佳作 全力！ 古川 圭一 愛媛県今治市

25 佳作 駆け引き 岡田 功 堺市南区

26 佳作 ロックオン！ 岡田 功 堺市南区

27 佳作 前へ!! 清水 聖一 羽曳野市

28 佳作 左斜め４５° 清水 聖一 羽曳野市

29 佳作 ゴールライン 田中 基之 枚方市

30 佳作 風を切って 田中 基之 枚方市

31 佳作 女の戦い 斉藤 貴 大阪市北区

32 佳作 タイムとの戦い 中尾 征次郎 大阪市平野区

33 佳作 コーナーワーク 中尾 征次郎 大阪市平野区

34 佳作 スプリンター 岡﨑 弘幸 和歌山県和歌山市

35 佳作 全力疾走 井阪 明 高石市

36 佳作 接戦 井阪 明 高石市



37 佳作 一斉スタート 五領田 清一 堺市中区

38 佳作 一歩リード 五領田 清一 堺市中区

39 佳作 力走 山本 治彦 泉大津市

40 佳作 集団 山本 治彦 泉大津市

41 佳作 激走 粟辻 寛紀 奈良県大和高田市

42 佳作 駆け抜けろ 粟辻 寛紀 奈良県大和高田市

43 佳作 ラストォッ！ 小宮 利文 大阪市都島区

44 佳作 まだ回せる！ 小宮 利文 大阪市都島区

45 佳作 黒豹の狙い 赤石 博 堺市西区

46 佳作 喘ぎ 赤石 博 堺市西区

47 佳作 全力でゴールへ駆け抜けろ 遍々古 泰久 東大阪市

48 佳作 堺を「はしる」 遍々古 泰久 東大阪市

49 佳作 新緑の疾走 松本 千早 豊中市

50 佳作 新緑のコーナーダッシュ 松本 千早 豊中市

51 佳作 タイム トライアル 溝端 光夫 貝塚市

52 佳作 力走 溝端 光夫 貝塚市

53 佳作 熱戦 溝端 光夫 貝塚市

54 佳作 ダッシュ!! 國居 利昭 和泉市

55 佳作 熱戦 國居 利昭 和泉市

56 佳作 快走 國居 利昭 和泉市

57 佳作 力走 辻野 勝 堺市中区

58 佳作 ゴールめざして 辻野 勝 堺市中区

59 佳作 競う 辻野 勝 堺市中区

60 佳作 風になれ 野中 博 堺市堺区

61 佳作 ゴールがみえた 野中 博 堺市堺区

62 佳作 ラスト スパート 野中 博 堺市堺区

63 佳作 キツイ登坂 中尾 盛幸 阪南市

64 佳作 デッドヒート 中尾 盛幸 阪南市

65 佳作 疾走 中尾 盛幸 阪南市

66 佳作 風を追いかける 笠井 修 堺市堺区

67 佳作 一瞬の春風 笠井 修 堺市堺区

68 佳作 虎視眈々 高橋 健四朗 大阪市東住吉区

69 佳作 堺 代表 通りまーす!! 高橋 健四朗 大阪市東住吉区

70 佳作 逃げろ～ 高橋 健四朗 大阪市東住吉区

71 佳作 電車にも負けない！ 中嶋 孝之 大阪市住吉区

72 佳作 頑張ってます 清水 圭二 貝塚市

73 佳作 本命は何処に 清水 圭二 貝塚市



74 佳作 スイスイ気分です 清水 圭二 貝塚市

75 佳作 集中 !! Beare Jarrod 高知県高知市

76 佳作 100%の力で Beare Jarrod 高知県高知市

77 佳作 風をかきわけて Beare Jarrod 高知県高知市

78 佳作 重戦車爆走中!! 高橋 春子 松原市

79 佳作 隼の瞳(はやぶさのめ) 高橋 春子 松原市

80 佳作 後方確認！ 武田 美咲 堺市堺区

81 佳作 爽快な闘い 武田 美咲 堺市堺区

82 佳作 未来の選手 三橋 泰治 堺市堺区

83 佳作 今がチャンス 三橋 泰治 堺市堺区

84 佳作 暗黙 磯田 利恵子 堺市堺区

85 佳作 瞳 磯田 利恵子 堺市堺区

86 佳作 先頭を狙う 津田 篤志 岸和田市

87 佳作 トップ集団 津田 篤志 岸和田市

88 佳作 華麗なる走行 津田 篤志 岸和田市

89 佳作 勝利へまっしぐら 太田 和夫 吹田市

90 佳作 疾駆 太田 和夫 吹田市

91 佳作 鎬を削る 太田 和夫 吹田市

92 佳作 風を切る 仙石 琢真 大阪市浪速区

93 佳作 勝利への道 仙石 琢真 大阪市浪速区

94 佳作 水分補給 田中 美奈子 泉佐野市

95 佳作 コーナーを疾走 田中 美奈子 泉佐野市

96 佳作 疾走 田中 美奈子 泉佐野市

97 佳作 華麗なコーナリング 東辻 卓男 大阪市旭区

98 佳作 ブレーキング 東辻 卓男 大阪市旭区

99 佳作 初優勝 東辻 卓男 大阪市旭区

100 佳作 スタート ダッシュ 生長 七郎 泉南市

101 佳作 レースを終えて 生長 七郎 泉南市樽井

102 佳作 力走 生長 七郎 泉南市

103 佳作 激走 前田 洋治 岸和田市

104 佳作 ニッポン頑張れ 前田 洋治 岸和田市

105 佳作 真剣勝負の最終コーナー 前田 洋治 岸和田市

106 佳作 「余裕と不安」 坂井 幸安 堺市堺区

107 佳作 「ゴールを目指して」 坂井 幸安 堺市堺区

108 佳作 「御陵を望むレース」 坂井 幸安 堺市堺区


