
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

５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 13 池田　悠音 ｲｹﾀﾞ ﾁｾﾉ 東京 清新JAC 5分16秒

2 12 武藤　由依 ﾑﾄｳ ﾕｲ 千葉 ﾁｰﾑ柏 5分18秒

3 9 藤平　さくら ﾄｳﾍｲ ｻｸﾗ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 5分22秒

3 1 泉　桃果 ｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ 北海道 旭川AC 5分22秒

3 17 阿部　楓愛 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分22秒

6 26 佐野　桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 5分25秒

6 28 加藤　冬羽 ｶﾄｳ ﾄﾜ 兵庫 北浜JRC 5分25秒

8 49 泉本　菜月 ｲｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分28秒

9 3 福田　杏理 ﾌｸﾀﾞ ｱﾝﾘ 岩手 陸上塾 5分30秒

10 48 前田　幸恵 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｴ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分31秒

11 45 松本　七海 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 宮崎 宮崎西陸上 5分32秒

12 31 土橋　日菜子 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取 KY鳥取 5分33秒

13 7 加藤　釉日 ｶﾄｳ ﾕｳﾋ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分34秒

14 23 坂上　瑠渚 ｻｶｶﾞﾐ ﾙﾅ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5分35秒

14 33 三宅　波菜 ﾐﾔｹ ﾊﾝﾅ 岡山 IRC 5分35秒

16 22 小酒井　結菜 ｺｻｶｲ ﾕﾅ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分36秒

17 16 丸山　弥鈴 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 新潟 十日町AC 5分37秒

18 6 宇野　ひかる ｳﾉ ﾋｶﾙ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分40秒

18 24 渡邉　耀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ 三重 川越陸上少年団 5分40秒

18 15 小池　琉南 ｺｲｹ ﾙﾅ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分40秒

21 11 高橋　小雪 ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分41秒

22 18 西住　早織 ﾆｼｽﾞﾐ ｻｵﾘ 石川 城山AC 5分42秒

23 8 谷川　夢奈 ﾀﾆｶﾜ ﾕﾅ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分43秒

23 10 中川　彩妃 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ 群馬 おおたSA 5分43秒

25 47 伊佐　叶望 ｲｻ ｶﾅﾐ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分46秒

26 35 大森　心花 ｵｵﾓﾘ ｺﾊﾅ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 5分47秒

27 30 辻之内　玲華 ﾂｼﾞﾉｳｲﾁ ﾚｲｶ 和歌山 紀の国AC 5分48秒

28 5 加藤　夢乃栗 ｶﾄｳ ﾏﾛﾝ 秋田 JAC-A 5分49秒

29 29 中西　莉央 ﾅｶﾆｼ ﾘｵ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分52秒

30 50 中島　里奈 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ 大阪 茨木AC 5分53秒

30 34 藤田　実優 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕｳ 広島 東広島TFC 5分53秒

32 2 木村　朱音 ｷﾑﾗ ｱｶﾈ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分54秒

32 21 大淵　優奈 ｵｵﾌﾁ ﾕｳﾅ 静岡 FUJI R.C 5分54秒

32 32 金子　継 ｶﾈｺ ﾂｸﾞﾐ 島根 邑智J.T.S 5分54秒

32 44 和田　美月 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 大分 滝尾陸上 5分54秒

36 20 淀　果南実 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 長野 川中島JRC 5分58秒

37 27 西川　流世 ﾆｼｶﾜ ﾘｾ 大阪 交野K.S.R.C. 6分00秒

37 14 西川　愛里 ﾆｼｶﾜ ｱｲﾘ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 6分00秒

39 4 平塚　悠月 ﾋﾗﾂｶ ﾕﾂﾞｷ 宮城 仙台陸上 6分01秒

39 40 柄本　礼 ｴﾓﾄ ｱﾔ 福岡 志免町陸友会 6分01秒

39 42 船木　花 ﾌﾅｷ ﾊﾅ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 6分01秒

42 19 清水　えり子 ｼﾐｽﾞ ｴﾘｺ 福井 敦賀Jr. 6分02秒

43 41 小林　結衣奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ 佐賀 佐賀歌垣AC 6分13秒

44 46 梶尾　紅羽 ｶｼﾞｵ ｸﾚﾊ 鹿児島 阿久根陸上 6分15秒

44 38 東　晴七 ｱｽﾞﾏ ﾊﾅ 愛媛 宇和島T&F 6分15秒

46 43 山下　奈々 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 6分18秒

47 36 井上　桜 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 徳島 阿南RC 6分29秒

48 39 田村　恵 ﾀﾑﾗ ﾒｸﾞ 高知 夜須JSC 6分39秒

48 25 村山　祐季 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷ 滋賀 守山陸上教室 6分39秒

50 37 長尾　藍 ﾅｶﾞｵ ｱｲ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 6分52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

2016/12/14  13:21 1


