
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

２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 26 髙木　隆誠 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｾｲ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 4分42秒

2 23 日比野　陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 4分48秒

3 1 本間　颯 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 北海道 旭川AC 4分49秒

4 45 瀬治山　夕海 ｾｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾐ 宮崎 宮崎西陸上 4分50秒

5 34 中田　透羽 ﾅｶﾀ ﾄﾜ 広島 東広島TFC 4分51秒

6 31 小林　蒼空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取 KY鳥取 4分54秒

7 10 岡部　健人 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾄ 群馬 おおたSA 4分55秒

8 28 萬矢　和寿 ﾏﾝﾔ ｶｽﾞﾄｼ 兵庫 北浜JRC 4分57秒

9 12 池澤　悠冬 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 千葉 ﾁｰﾑ柏 4分58秒

10 9 鈴木　柊太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 4分59秒

11 11 新井　健斗 ｱﾗｲ ｹﾝﾄ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分00秒

11 22 夏目　拓 ﾅﾂﾒ ﾀｽｸ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分00秒

13 33 八百原　隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 岡山 IRC 5分04秒

13 24 加世堂　懸 ｶｾﾄﾞｳ ｶｹﾙ 三重 川越陸上少年団 5分04秒

15 6 菊地　道登 ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分05秒

15 47 安里　直樹 ｱｻﾄ ﾅｵｷ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分05秒

15 16 井ノ川　純平 ｲﾉｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 新潟 十日町AC 5分05秒

15 20 吉岡　大翔 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 長野 川中島JRC 5分05秒

19 44 井元　楓 ｲﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 大分 滝尾陸上 5分06秒

20 13 木村　凛太朗 ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京 清新JAC 5分07秒

21 15 内堀　柊 ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭｳ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分09秒

21 32 新井　伊織 ﾆｲ ｲｵﾘ 島根 邑智J.T.S 5分09秒

21 3 錦戸　昴雅 ﾆｼｷﾄﾞ ﾏｵﾔ 岩手 陸上塾 5分09秒

21 7 安藤　圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分09秒

21 42 黒田　倫飛 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾄ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 5分09秒

26 18 松野　陸 ﾏﾂﾉ ﾘｸ 石川 城山AC 5分12秒

27 48 稲田　陽大 ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分13秒

27 27 中原　永輝 ﾅｶﾊﾗ ﾄｷ 大阪 交野K.S.R.C. 5分13秒

29 36 浅野　俊亮 ｱｻﾉ ｼｭﾝｽｹ 徳島 阿南RC 5分14秒

30 50 福田　泰成 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ 大阪 茨木AC 5分15秒

31 4 庭木　秀真 ﾆﾜｷ ｼｭｳﾏ 宮城 仙台陸上 5分16秒

31 19 森　稜真 ﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 福井 敦賀Jr. 5分16秒

31 5 小川　卓人 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾄ 秋田 JAC-A 5分16秒

34 21 藍川　颯太 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 静岡 FUJI R.C 5分19秒

35 30 鹿嶋　哲稔 ｶｼﾏ ｻﾄｼ 和歌山 紀の国AC 5分20秒

35 2 吉田　亘佑 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分20秒

35 29 嘉味本　謙信 ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分20秒

38 14 大山　純平 ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 5分21秒

39 49 菊永　幸央 ｷｸﾅｶﾞ ﾕｷﾋｻ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分22秒

40 8 久家　悠杜 ｸｹﾞ ﾕｳﾄ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分23秒

41 37 柳生　琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 5分24秒

42 38 佐々木　琉夢 ｻｻｷ ﾘｭｳﾑ 愛媛 宇和島T&F 5分27秒

43 35 藤野　雄大 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾀ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 5分28秒

44 41 林　虎太郎 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 佐賀 佐賀歌垣AC 5分32秒

45 40 脇田　哲匠 ﾜｷﾀ ﾃｯｼｮｳ 福岡 志免町陸友会 5分34秒

46 46 中原　大地 ﾅｶﾊﾗ ﾀｲﾁ 鹿児島 阿久根陸上 5分35秒

47 17 坂野　友哉 ｻｶﾉ ﾕｳﾔ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分38秒

48 39 出羽　勇輝 ﾃﾞﾜ ﾕｳｷ 高知 夜須JSC 5分45秒

48 25 鷺　健人 ｻｷﾞ ｹﾝﾄ 滋賀 守山陸上教室 5分45秒

50 43 鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 6分10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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