
主催：公益財団法人日本陸上競技連盟

20161211
審 判 長：須原　浩之

日時：2016年（平成28年）12月11日（日）　　開催場所：万博記念公園特設コース 115000 記録主任：佃　　衛

１区区間記録

順位 ナンバー氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 タイム 備考
1 1 岩田　梨花 ｲﾜﾀ ﾘｶ 北海道 旭川AC 5分09秒

2 23 瀬木　彩花 ｾｷﾞ ｱﾔｶ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5分10秒

3 17 斉藤　鈴菜 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞﾅ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分14秒

4 26 山本　菜々香 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｶ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 5分14秒

5 33 山本　笑莉 ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 岡山 IRC 5分15秒

6 28 井澤　奈甫 ｲｻﾞﾜ ﾅﾎ 兵庫 北浜JRC 5分20秒

7 46 上野　優月 ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 鹿児島 阿久根陸上 5分23秒

8 27 薮谷　奈瑠 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ 大阪 交野K.S.R.C. 5分24秒

9 16 村山　愛美沙 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾐｻ 新潟 十日町AC 5分24秒

10 42 藤丸　結 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾕｲ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 5分24秒

11 9 宮下　麗美 ﾐﾔｼﾀ ﾚﾐ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 5分24秒

12 18 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 石川 城山AC 5分26秒

13 15 橘山　莉乃 ｷﾂﾔﾏ ﾘﾉ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分27秒

14 13 磯野　友希 ｲｿﾉ ﾕｷ 東京 清新JAC 5分27秒

15 34 石原　優衣子 ｲｼﾊﾗ ﾕｲｺ 広島 東広島TFC 5分27秒

16 20 北沢　凜夏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 長野 川中島JRC 5分27秒

17 10 今　美里 ｺﾝ ﾐｻﾄ 群馬 おおたSA 5分28秒

18 40 加来　さくら ｶｸ ｻｸﾗ 福岡 志免町陸友会 5分28秒

19 12 増田　百香 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 千葉 ﾁｰﾑ柏 5分28秒

20 35 後藤　鞠奈 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 5分28秒

21 30 菱山　愛里 ﾋｼﾔﾏ ｱｲﾘ 和歌山 紀の国AC 5分29秒

22 44 宮川　紗耶 ﾐﾔｶﾜ ｻﾔ 大分 滝尾陸上 5分30秒

23 5 山元　結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 秋田 JAC-A 5分31秒

24 22 大場　琴華 ｵｵﾊﾞ ｺﾄｶ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分31秒

25 31 石田　瑞歩 ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 鳥取 KY鳥取 5分32秒

26 7 長尾　真綾 ﾅｶﾞｵ ﾏｱﾔ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分32秒

27 24 松野　心春 ﾏﾂﾉ ｺﾊﾙ 三重 川越陸上少年団 5分32秒

28 3 川原　寧乃 ｶﾜﾊﾗ ﾆｲﾉ 岩手 陸上塾 5分32秒

29 48 寺田　優芽 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾒ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分33秒

30 29 松田　万穂 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｵ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分33秒

31 45 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 宮崎 宮崎西陸上 5分34秒

32 8 岡田　すみれ ｵｶﾀﾞ ｽﾐﾚ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分34秒

33 32 日高　知伽 ﾋﾀﾞｶ ﾁｶ 島根 邑智J.T.S 5分39秒

34 47 金城　野風 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分39秒

35 6 奥山　悠華 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分40秒

36 11 橋本　結空 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾗ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分41秒

37 50 中谷　知紗 ﾅｶﾀﾆ ﾁｻ 大阪 茨木AC 5分42秒

38 21 清水　花怜 ｼﾐｽﾞ ｶﾚﾝ 静岡 FUJI R.C 5分44秒

39 49 天　陽菜乃 ｱﾏ ﾋﾅﾉ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分45秒

40 4 佐藤　美智花 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 宮城 仙台陸上 5分51秒

41 25 高木　明里 ﾀｶｷﾞ ｱﾘ 滋賀 守山陸上教室 5分53秒

42 19 原田　桃羽 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓﾊ 福井 敦賀Jr. 5分56秒

43 36 西内　碧莉 ﾆｼｳﾁ ｱｵﾘ 徳島 阿南RC 5分57秒

44 2 栁谷　夢彩 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾒｱﾘ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分58秒

45 14 佐藤　結郁 ｻﾄｳ ﾕｲ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 6分02秒

46 43 宮本　詩穏 ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 6分03秒

47 41 川﨑　琉愛 ｶﾜｻｷ ﾙｱ 佐賀 佐賀歌垣AC 6分06秒

48 38 秋山　莉子 ｱｷﾔﾏ ﾘｺ 愛媛 宇和島T&F 6分15秒

49 39 小松　柚姫 ｺﾏﾂ ﾕｽﾞｷ 高知 夜須JSC 6分23秒

50 37 細谷　瑞帆 ﾎｿﾀﾆ ﾐｽﾞﾎ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 6分54秒

主管：一般財団法人大阪陸上競技協会　　協賛：日清食品ホールディングス株式会社
協力：アシックスジャパン株式会社/ミズノ株式会社

“日清食品カップ”　第19回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会

後援：スポーツ庁/大阪府/大阪府教育委員会/池田市/池田市教育委員会/
　　　公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団/公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団
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