
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

６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 小松　優輝 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 千葉 ﾁｰﾑ柏 4分54秒

2 9 海老原　悠生 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｾｲ 栃木 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 5分01秒

3 26 森田　えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 京都 桂徳ｸﾗﾌﾞ 5分03秒

4 34 和田　虎星 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 広島 東広島TFC 5分05秒

5 7 平賀　大貴 ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ 福島 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 5分06秒

6 17 鍋島　一星 ﾅﾍﾞｼﾏ ｲｯｾｲ 富山 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分07秒

6 28 三木　浩輔 ﾐｷ ｺｳｽｹ 兵庫 北浜JRC 5分07秒

8 3 鳥屋部　辰己 ﾄﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ 岩手 陸上塾 5分08秒

8 13 本間　創 ﾎﾝﾏ ｿｳ 東京 清新JAC 5分08秒

8 1 黒川　遙斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 北海道 旭川AC 5分08秒

8 24 中谷　拓海 ﾅｶﾀﾆ ﾀｸﾐ 三重 川越陸上少年団 5分08秒

12 23 新田　涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ 岐阜 清流ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 5分09秒

13 36 折野　光大 ｵﾘﾉ ｺｳｷ 徳島 阿南RC 5分10秒

14 19 吉澤　亮哉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 福井 敦賀Jr. 5分11秒

15 8 大関　風馬 ｵｵｾﾞｷ ﾌｳﾏ 茨城 みらいｸﾗﾌﾞ 5分12秒

16 16 富井　大 ﾄﾐｲ ﾀﾞｲ 新潟 十日町AC 5分13秒

17 44 有川　虹太郎 ｱﾘｶﾜ ｺﾀﾛｳ 大分 滝尾陸上 5分14秒

17 11 石川　郁弥 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 埼玉 加須ｼﾞｭﾆｱ 5分14秒

19 33 大西　柊太朗 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 岡山 IRC 5分15秒

20 50 川村　優太 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 大阪 茨木AC 5分18秒

20 27 大内　陽仁 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ 大阪 交野K.S.R.C. 5分18秒

20 6 柴崎　幹也 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 山形 ETｼﾞｭﾆｱ 5分18秒

23 48 白井　健翔 ｼﾗｲ ﾀｹﾄ 大阪 吹田ｼﾞｭﾆｱ 5分19秒

23 10 島宗　良 ｼﾏﾑﾈ ﾘｮｳ 群馬 おおたSA 5分19秒

25 22 竹内　翔 ﾀｹｳﾁ ｶｹﾙ 愛知 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 5分20秒

25 5 木村　壮良 ｷﾑﾗ ｿﾗ 秋田 JAC-A 5分20秒

25 18 盛本　玲央 ﾓﾘﾓﾄ ﾚｵ 石川 城山AC 5分20秒

28 31 谷　和輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鳥取 KY鳥取 5分21秒

28 2 下重　海志 ｼﾓｼﾞｭｳ ｶｲｼﾞ 青森 むつ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分21秒

30 20 近藤　寛康 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 長野 川中島JRC 5分22秒

31 30 三栖　滉介 ﾐｽ ｺｳｽｹ 和歌山 紀の国AC 5分23秒

31 32 中村　陸門 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ 島根 邑智J.T.S 5分23秒

33 15 向山　汐音 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｵﾝ 山梨 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 5分24秒

33 42 濱邉　咲太郎 ﾊﾏﾍﾞ ｻｸﾀﾛｳ 長崎 大村陸上ｸﾗﾌﾞ 5分24秒

35 25 小林　俊輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 滋賀 守山陸上教室 5分25秒

36 4 加藤　日向 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 宮城 仙台陸上 5分27秒

36 21 堺　南斗 ｻｶｲ ﾐﾅﾄ 静岡 FUJI R.C 5分27秒

38 29 加藤　颯汰 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 奈良 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 5分30秒

38 40 澤部　匠吾 ｻﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 福岡 志免町陸友会 5分30秒

40 46 小田　陸斗 ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 鹿児島 阿久根陸上 5分33秒

41 45 中薗　蒼 ﾅｶｿﾞﾉ ｿｳ 宮崎 宮崎西陸上 5分40秒

42 14 峰　龍太郎 ﾐﾈ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川 横須賀ﾘﾄﾙ 5分41秒

42 47 ダニエルズ　デェミアン ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ ﾃﾞｪﾐｱﾝ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上ｸﾗﾌﾞ 5分41秒

44 49 金村　要 ｶﾅﾑﾗ ｶﾅﾒ 大阪 豊中ｽｷｯﾌﾟ 5分44秒

45 35 山村　和輝 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山口 山口FSLｽﾎﾟ少 5分45秒

46 41 山口　聖人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 佐賀 佐賀歌垣AC 5分48秒

47 38 山本　一葵 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 愛媛 宇和島T&F 5分49秒

48 43 宮井　大地 ﾐﾔｲ ﾀﾞｲﾁ 熊本 熊本ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ 5分59秒

49 39 有澤　健太 ｱﾘｻﾜ ｹﾝﾀ 高知 夜須JSC 6分07秒

50 37 辻　海斗 ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 香川 香川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑｼﾞｭﾆｱ 6分16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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