
主 催 ： 日本陸上競技連盟

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

主 管 ： 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 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

審 判 長　：　須原　浩之

記録主任 ：　佃　　衛

順位 No. 記録 氏名 フリガナ 所属 都道府県 備考

1 37 5分20秒 正垣　水梨 ﾏｻｶﾞｷ ﾅﾘ 北浜JRC 兵庫

2 1 5分24秒 船橋　真珠 ﾌﾅﾊｼ ﾏﾅﾐ 桂東ランナーズ 京都

3 109 5分37秒 仲村　涼 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾐ 朱四クラブ 京都

4 81 5分38秒 荒毛谷　真衣 ｱﾗｹﾀﾞﾆ ﾏｲ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

5 29 5分38秒 吉村　心 ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ なにわJAC 大阪

6 85 5分39秒 上中　陽向 ｳｴﾅｶ ﾋﾅﾀ 下市陸上クラブ 奈良

7 129 5分43秒 室山　真優 ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ ひらかたＫＳＣ 大阪

8 49 5分44秒 松山　小春 ﾏﾂﾔﾏ ｺﾊﾙ 吹田ジュニア 大阪

9 73 5分48秒 谷本　理恵 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｴ 紀の国ＡＣ 和歌山

10 5 5分48秒 藤井　葵音 ﾌｼﾞｲ ｱｵﾈ 桂東ランナーズ 京都

11 25 5分48秒 宗村　乙羽 ｿｳﾑﾗ ｵﾄﾊ 大宮陸上教室 京都

12 137 5分49秒 岡村　帆帆子 ｵｶﾑﾗ ﾎﾎｺ 三碓陸上クラブ 奈良

13 65 5分55秒 羽原　恋乃 ﾊﾊﾞﾗ ｺｲﾉ コスモAC 大阪

14 133 5分58秒 立光　咲絵 ﾀﾃﾐﾂ ｻｴ ひらかたＫＳＣ 大阪

15 61 6分01秒 吉本　出海 ﾖｼﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 万博ＡＣ 大阪

16 89 6分03秒 西園　渚 ﾆｼｿﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 陸王クラブ 大阪

17 165 6分04秒 山下　歩 ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾐ 茨木AC 大阪

18 161 6分04秒 岩見　理咲 ｲﾜﾐ ﾘｻ 茨木AC 大阪

19 13 6分05秒 北川　真悠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

20 9 6分07秒 長原　穂乃花 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾎﾉｶ 桂東ランナーズ 京都

21 17 6分07秒 河人　美貴 ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 新沢AC 奈良

22 69 6分07秒 下田　愛結 ｼﾓﾀﾞ ｱﾕ コスモAC 大阪

23 141 6分11秒 植田　百香 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 三碓陸上クラブ 奈良

24 41 6分12秒 山岡　美桜 ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ 豊中スキップ 大阪

25 93 6分18秒 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 陸王クラブ 大阪

26 149 6分22秒 原田　真裕 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕ 三碓陸上クラブ 奈良

27 45 6分27秒 藤原　朱音 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 豊中スキップ 大阪

28 121 6分27秒 平川　華 ﾋﾗｶﾜ ﾊﾅ 佐賀歌垣AC 佐賀

29 153 6分29秒 奥田　姫奈 ｵｸﾀﾞ ﾋﾅ 岸部第二 大阪

30 105 6分29秒 木村　優 ｷﾑﾗ ﾕｳ 朱四クラブ 京都

31 125 6分31秒 重富　奈々葉 ｼｹﾞﾄﾐ ﾅﾅﾊ 佐賀歌垣AC 佐賀

32 21 6分39秒 吉田　真悠 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 新沢AC 奈良

33 117 6分50秒 山本　麗菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 交野ＫＳＲＣ 大阪

34 33 6分55秒 岡田　知華 ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ＪＲＣみはら 大阪

35 97 6分56秒 山本　菊乃 ﾔﾏﾓﾄ ｷｸﾉ 泉大津ﾄﾞﾘｰﾑｽ 大阪

36 145 6分58秒 長谷川　瞳 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 三碓陸上クラブ 奈良

37 53 7分04秒 田口　菜の花 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾉﾊ 吹田ジュニア 大阪

38 101 7分17秒 大崎　乙海 ｵｵｻｷ ﾂｸﾞﾐ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

39 77 7分27秒 菱谷　光夏 ﾋｼﾀﾆ ﾐﾅﾂ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

“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

一般参加タイムトライアルレース（女子1組）


