
１．出走者数について

２．完走者数について

３．競技結果について（マラソン）
（1）車いすの部（男子）

順位 氏名
河室　隆一
カワムロ　リュウイチ

西田　宗城
ニシダ　ヒロキ

吉田　高志
ヨシダ　タカシ

（2）車いすの部（女子）
順位 氏名

ペリー　絵美子
ペリー　　エミコ

（3）マラソン男子の部
順位 氏名

ﾊｲﾚﾏﾘｱﾑ ･ｷﾛｽ

ﾋﾞｸﾀｰ ･ｷﾌﾟﾗﾝｶﾞｯﾄ

ｱﾙﾌｫﾝｽ ･ﾌｪﾘｯｸｽ ･ｼﾝﾌﾞ

（4）マラソン女子の部
順位 氏名

ﾍﾚﾝ ･ﾄﾗ ･ﾍﾞｹﾚ

ﾍﾞｲﾇ ･ﾃﾞｹﾞﾌｧ

渡邉　桃子
ワタナベ　モモコ

（5）シカゴマラソン賞

（6）市民ランナー賞

マラソン女子の部　1位
（招待選手、エリートランナー除く）

井野　光子 2時間43分19秒
イノ　ミツコ

記録 備考
マラソン男子の部　1位

（招待選手、エリートランナー除く）

菅井　宏人 2時間18分54秒
スガイ　ヒロヒト

氏名

大阪府在住女子1位
井野　光子 2時間43分19秒
イノ　ミツコ

大阪府在住男子1位
2023シカゴマラソン（2023.10.8）招待

エチオピア 2時間23分07秒

3位
天満屋 2時間23分08秒

氏名 記録

大阪マラソン2023　大会運営結果等について

種目 参加ランナー数 男性 女性

種目 完走者数 完走率

2位
1時間41分44秒

所属 記録

1位
1時間40分13秒

2023.2.26

備考

マラソン（42.195km） 29,285 人 24,036 人

バカラパシフィック

菅井　宏人

5,249 人 車いす8人を含む

3位
クラブR2西日本 1時間41分44秒

2位
ウガンダ 2時間06分3秒

所属

2時間18分54秒

所属 記録

1位
2時間07分57秒

2位

備考

スガイ　ヒロヒト

所属 記録

1位
エチオピア 2時間22分16秒

マラソン（42.195km） 27,919 人 95.3%

タンザニア
3位

記録

1位
エチオピア 2時間06分1秒

2時間06分19秒



４．救護関係について
　各救護対応件数

５．沿道関係・問合せについて

６．ＥＸＰＯ来場者数

【大会当日のお問い合わせ先】
大阪マラソン広報事務局
担当／電通PRコンサルティング　西山　西川
Tel：06-6947-8150（19時以降　090-3108-8893）
MAIL：ompress@sec.dentsuprc.co.jp

合計 43,500 人

2月25日（土） 29,000 人

区分 人数 備考

2月24日（金） 14,500 人

1 件総AED使用件数 各AED使用件数の合計

総救護件数 664 件

件625

区分 人数・件数 備考

件

問合せ 120 件

苦情件数（当日分） 15

沿道応援人数 1,100,000 人

総救急搬送件数 救護本部の救急搬送報告件数

総救護所利用件数 救護所利用件数の合計（休憩対応含む）

※18：00時点
救護対応 件数 備考

14 件

※18：00時点



■スーパーシニア賞

※最高年齢で完走された方の名誉を讃える賞です。

男性 89 6:44:37

女性 80 6:04:29

■年代別入賞

年代別種目名 順位 氏名 タイム 年代別種目名 順位 氏名 タイム

マラソン男子20歳未満 1 服部 純 02:48:24 マラソン女子20歳未満 1 久次米 美聖 03:55:46

マラソン男子20歳未満 2 川勝 涼太 03:26:38 マラソン女子20歳未満 2 今村 佳衣 04:25:27

マラソン男子20歳未満 3 多田 陽翔 03:39:56 マラソン女子20歳未満 3 牟田 彩乃 05:00:31

マラソン男子20～24歳 1 WANG ZHUANG 02:23:06 マラソン女子20～24歳 1 竹本 祐美花 02:56:43

マラソン男子20～24歳 2 鍵山 由徳 02:23:17 マラソン女子20～24歳 2 Hillebrant Thalya 03:00:14

マラソン男子20～24歳 3 上村 広平 02:25:29 マラソン女子20～24歳 3 柴田 遥華 03:04:18

マラソン男子25～29歳 1 菅井 宏人 02:18:44 マラソン女子25～29歳 1 安田 梨沙 03:09:29

マラソン男子25～29歳 2 日野 一輝 02:24:23 マラソン女子25～29歳 2 窪園 彩花 03:11:24

マラソン男子25～29歳 3 正岡 隼 02:27:31 マラソン女子25～29歳 3 中村 彩華 03:12:24

マラソン男子30～34歳 1 久本 駿輔 02:21:53 マラソン女子30～34歳 1 岩根 志帆 02:43:56

マラソン男子30～34歳 2 三輪 征司 02:27:16 マラソン女子30～34歳 2 楠田 涼葉 02:58:10

マラソン男子30～34歳 3 菊地 悠人 02:27:20 マラソン女子30～34歳 3 山内 菜摘 02:58:23

マラソン女子30～34歳 3 小泉 緑 02:58:23

マラソン男子35～39歳 1 和田 壮平 02:22:13 マラソン女子35～39歳 1 井野 光子 02:43:10

マラソン男子35～39歳 2 井上 隆史 02:27:45 マラソン女子35～39歳 2 谷 舞子 02:49:31

マラソン男子35～39歳 3 東田 薫 02:27:52 マラソン女子35～39歳 3 今田 麻紀子 02:58:36

マラソン男子40～44歳 1 石田 和詳 02:30:39 マラソン女子40～44歳 1 辻中 友理 02:58:03

マラソン男子40～44歳 2 筧 善朗 02:30:52 マラソン女子40～44歳 2 YANG CHIAOCHU 02:58:59

マラソン男子40～44歳 3 水島 彰宏 02:32:33 マラソン女子40～44歳 3 岩城 幸重 03:01:02

マラソン男子45～49歳 1 藤田 保 02:33:01 マラソン女子45～49歳 1 衣笠 祐子 02:59:05

マラソン男子45～49歳 2 宮原 武也 02:34:32 マラソン女子45～49歳 2 番塲 寛子 03:04:23

マラソン男子45～49歳 3 佐藤 一馬 02:35:50 マラソン女子45～49歳 3 稲葉 恵里子 03:04:37

マラソン男子50～54歳 1 大越 武士 02:31:28 マラソン女子50～54歳 1 鈴木 純子 03:06:19

マラソン男子50～54歳 2 安澤 嘉崇 02:31:36 マラソン女子50～54歳 2 片岡 昭子 03:11:47

マラソン男子50～54歳 3 山崎 弘靖 02:38:15 マラソン女子50～54歳 3 瀬良 直子 03:12:10

マラソン男子55～59歳 1 三上 靖文 02:45:33 マラソン女子55～59歳 1 松本 容子 02:56:31

マラソン男子55～59歳 2 上野 義教 02:45:58 マラソン女子55～59歳 2 山口 みゆき 03:09:21

マラソン男子55～59歳 3 山村 正人 02:47:38 マラソン女子55～59歳 3 前川 惠子 03:10:08

マラソン男子60～64歳 1 山本 一浩 02:54:42 マラソン女子60～64歳 1 岩室 万里子 03:23:53

マラソン男子60～64歳 2 高松 伸二 02:57:33 マラソン女子60～64歳 2 塩崎 真佐子 03:33:51

マラソン男子60～64歳 3 石野 真史 02:57:38 マラソン女子60～64歳 3 野村 加代子 03:33:54

マラソン男子65～69歳 1 佐藤 隆文 03:17:04 マラソン女子65～69歳 1 反田 加代子 03:43:44

マラソン男子65～69歳 2 石原 明 03:20:02 マラソン女子65～69歳 2 有安 久美子 03:55:23

マラソン男子65～69歳 3 中村 康弘 03:21:28 マラソン女子65～69歳 3 濱本 みよ子 03:57:23

マラソン男子70～74歳 1 金田 一彦 03:17:34 マラソン女子70～74歳 1 竹内 洋子 04:26:03

マラソン男子70～74歳 2 岩佐 保男 03:26:38 マラソン女子70～74歳 2 中熊 啓子 04:26:10

マラソン男子70～74歳 3 中島 敏夫 03:37:11 マラソン女子70～74歳 3 半田 京子 04:26:47

マラソン男子75～79歳 1 田中 勇三 03:52:18 マラソン女子75～79歳 1 國本 登美子 04:12:42

マラソン男子75～79歳 2 中尾 弘海 04:04:24 マラソン女子75～79歳 2 山田 茂子 04:36:56

マラソン男子75～79歳 3 森山 幸二 04:10:21 マラソン女子75～79歳 3 小林 啓子 04:54:54

マラソン男子80～84歳 1 猪飼 紀一 04:27:40 マラソン女子80～84歳 1 原山 千惠子 05:57:07

マラソン男子80～84歳 2 宇高 健一郎 05:31:27

マラソン男子80～84歳 3 松枝 四郎 05:40:11

マラソン男子85歳以上 1 田渕 田鶴夫 06:42:51

田渕　田鶴夫

原山　千惠子


