
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

３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 12 大和久　梨帆 ｵｵﾜｸ ﾘﾎ 千葉 ﾁｰﾑ柏 5分09秒

2 9 古内　心琴 ﾌﾙｳﾁ ﾐｺﾄ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 5分12秒

3 28 田村　優芽 ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 兵庫 北浜JRC 5分14秒

4 26 鍋倉　夢乃 ﾅﾍﾞｸﾗ ﾕﾒﾉ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 5分17秒

5 16 遠田　鈴 ﾄｵﾀﾞ ｽｽﾞ 新潟 十日町AC 5分18秒

6 48 近藤　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分20秒

6 30 渕川　桃未 ﾌﾁｶﾜ ﾓﾓﾐ 和歌山 紀の国AC 5分20秒

8 6 槙　香澄 ﾏｷ ｶｽﾐ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分25秒

9 17 谷　純花 ﾀﾆ ｽﾐｶ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分27秒

10 31 米田　菜々子 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ 鳥取 KY鳥取 5分28秒

10 15 萩原　美優 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分28秒

12 10 荒木　桃子 ｱﾗｷ ﾓﾓｺ 群馬 おおたSA 5分30秒

13 47 金城　怜海 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分32秒

13 44 西田　雅 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 大分 滝尾陸上 5分32秒

13 33 那須　希 ﾅｽ ﾉｿﾞﾐ 岡山 IRC 5分32秒

13 3 田中　希歩 ﾀﾅｶ ｷﾎ 岩手 陸上塾 5分32秒

17 42 花尾　真綺 ﾊﾅｵ ﾏｱﾔ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 5分33秒

17 1 小池　梓 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 北海道 旭川AC 5分33秒

19 18 新野　莉璃 ｱﾗﾉ ﾘﾘ 石川 城山AC 5分34秒

20 29 松田　菜々花 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅｶ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分35秒

21 20 高山　史歩 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 長野 川中島JRC 5分36秒

22 7 鈴木　美凜彩 ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分38秒

23 13 小俣　和 ｵﾏﾀ ﾋﾖﾘ 東京 清新JAC 5分39秒

23 2 江畑　心菜 ｴﾊﾞﾀ ｺｺﾅ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分39秒

23 23 大窪　菜緒 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5分39秒

26 46 楠田　ほなみ ｸｽﾀﾞ ﾎﾅﾐ 鹿児島 阿久根陸上 5分41秒

26 24 小畑　文乃 ｵﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ 三重 川越陸上少年団 5分41秒

28 50 杉田　瑠菜 ｽｷﾞﾀ ﾙﾅ 大阪 茨木AC 5分42秒

29 45 宮本　紗羽 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾜ 宮崎 宮崎西陸上 5分43秒

30 34 河野　さやな ｺｳﾉ ｻﾔﾅ 広島 東広島TFC 5分45秒

31 5 小林　望迪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾋﾗ 秋田 JAC-A 5分46秒

31 8 生井沢　優奈 ﾅﾏｲｻﾞﾜ ﾕﾅ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分46秒

33 11 白井　心優 ｼﾗｲ ﾐﾕ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分47秒

33 32 日野山　咲希 ﾋﾉﾔﾏ ｻｷ 島根 邑智J.T.S 5分47秒

35 22 小原　すずか ｵﾊﾗ ｽｽﾞｶ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分50秒

35 4 佐々木　日向 ｻｻｷ ﾋﾅﾀ 宮城 仙台陸上 5分50秒

37 49 正岡　寧々 ﾏｻｵｶ ﾈﾈ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分52秒

38 19 堀田　友碧 ﾎﾘﾀ ﾕｱ 福井 敦賀Jr. 5分55秒

39 21 柴田　雛々 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾅﾅ 静岡 FUJI R.C 5分56秒

40 14 鶴田　若菜 ﾂﾙﾀ ﾜｶﾅ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 5分57秒

41 36 折野　心々 ｵﾘﾉ ｺｺ 徳島 阿南RC 6分09秒

41 38 山本　瑚々 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺ 愛媛 宇和島T&F 6分09秒

43 40 柄本　咲 ｴﾓﾄ ｻｷ 福岡 志免町陸友会 6分11秒

44 41 松尾　愛蘭 ﾏﾂｵ ｱｲﾗ 佐賀 佐賀歌垣AC 6分17秒

45 27 川瀬　由佳乃 ｶﾜｾ ﾕｶﾉ 大阪 交野K.S.R.C. 6分19秒

46 39 浜口　杏里 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾘ 高知 夜須JSC 6分27秒

47 43 矢田　愛依 ﾔﾀﾞ ﾒｲ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 6分31秒

48 35 熊野　かがり ｸﾏﾉ ｶｶﾞﾘ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 6分45秒

49 25 田中　寧音 ﾀﾅｶ ﾈﾈ 滋賀 守山陸上教室 6分49秒

50 37 塩谷　美羽 ｼｵﾀﾆ ﾐｳ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 6分56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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