
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

４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 宮村　友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 4分54秒

2 12 小平　敦之 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾕｷ 千葉 ﾁｰﾑ柏 4分55秒

3 36 児島　雄一郎 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 徳島 阿南RC 4分57秒

4 3 葛西　俊仁 ｶｻｲ ｼｭﾝﾄ 岩手 陸上塾 5分04秒

5 9 渡邉　愛叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 5分07秒

5 20 永原　颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 長野 川中島JRC 5分07秒

5 28 石堂　陽斗 ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 兵庫 北浜JRC 5分07秒

8 45 神河　悠真 ｶﾐｶﾜ ﾕｳﾏ 宮崎 宮崎西陸上 5分08秒

8 32 新井　裕太 ﾆｲ ﾕｳﾀ 島根 邑智J.T.S 5分08秒

10 5 宮島　悠汰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 秋田 JAC-A 5分09秒

11 10 村田　幸翼 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 群馬 おおたSA 5分10秒

12 33 嘉良戸　翔太 ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 岡山 IRC 5分11秒

13 34 樋熊　海斗 ﾋｸﾞﾏ ｶｲﾄ 広島 東広島TFC 5分12秒

13 23 小山　大和 ｺﾔﾏ ﾔﾏﾄ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5分12秒

13 49 山内　瑛詞 ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分12秒

13 1 村田　晴飛 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾋ 北海道 旭川AC 5分12秒

17 31 渡辺　陽翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 KY鳥取 5分13秒

18 27 木村　治希 ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ 大阪 交野K.S.R.C. 5分14秒

18 24 生川　将 ﾅﾙｶﾜ ｼｮｳ 三重 川越陸上少年団 5分14秒

18 22 植村　龍一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分14秒

21 21 高田　泰成 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 静岡 FUJI R.C 5分15秒

21 42 久田　叶翔 ﾋｻﾀ ｶﾅﾄ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 5分15秒

21 29 大門　晃士 ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分15秒

24 16 片桐　貫太 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 新潟 十日町AC 5分16秒

25 13 岩原　浩誠 ｲﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 東京 清新JAC 5分17秒

26 48 石田　夏唯 ｲｼﾀﾞ ｶｲ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分18秒

26 6 太田　飛翔 ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分18秒

28 7 飯島　未来 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾗｲ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分19秒

29 15 石原　颯太 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分21秒

29 30 井関　翔真 ｲｾｷ ｼｮｳﾏ 和歌山 紀の国AC 5分21秒

31 2 笹森　虎 ｻｻﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分23秒

32 11 西井戸　快 ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分26秒

33 19 大同　陸斗 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾘｸﾄ 福井 敦賀Jr. 5分27秒

34 38 土廣　凜音 ﾂﾁﾋﾛ ﾘｵﾝ 愛媛 宇和島T&F 5分30秒

35 18 宮本　祥吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 石川 城山AC 5分31秒

36 50 山形　晃誠 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｾｲ 大阪 茨木AC 5分32秒

36 4 金原　和士 ｷﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｼ 宮城 仙台陸上 5分32秒

38 44 新尾　拓人 ｱﾗｵ ﾀｸﾄ 大分 滝尾陸上 5分33秒

39 14 本田　壮大 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 5分35秒

40 40 佐藤　誠也 ｻﾄｳ ｱｷﾔ 福岡 志免町陸友会 5分39秒

41 17 大西　史太郎 ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾀﾛｳ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分41秒

41 8 東　快龍 ﾋｶﾞｼ ｶｲﾘｭｳ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分41秒

43 35 後藤　康彦 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 5分44秒

44 37 畑　太陽 ﾊﾀ ﾀﾞｲﾔ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 5分45秒

44 47 平川　慧 ﾋﾗｶﾜ ｷﾗ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分45秒

46 41 金丸　星与郎 ｶﾈﾏﾙ ｾｲﾖｵ 佐賀 佐賀歌垣AC 5分47秒

47 46 牧内　天優 ﾏｷｳﾁ ﾃﾝﾕｳ 鹿児島 阿久根陸上 5分54秒

48 25 船津　匡斗 ﾌﾅﾂ ﾏｻﾄ 滋賀 守山陸上教室 5分55秒

49 39 須藤　陽向 ｽﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 高知 夜須JSC 6分05秒

50 43 田代　大河 ﾀｼﾛ ﾀｲｶﾞ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 6分08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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