
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 28 5分29秒 竹田　咲羽 ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ 安室RC 兵庫

2 52 5分40秒 岡部　奈月 ｵｶﾍﾞ ﾅﾂｷ 吹田ジュニア 大阪

3 64 5分40秒 塩原　希梨 ｼｵﾊﾗ ｷﾘ コスモAC 大阪

4 128 5分42秒 中村　彩羽 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾊ ひらかたＫＳＣ 大阪

5 20 5分42秒 中島　栞菜 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 新沢AC 奈良

6 72 5分43秒 福岡　愛佳莉 ﾌｸｵｶ ｱｶﾘ 紀の国ＡＣ 和歌山

7 132 5分44秒 瀧野　未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ ひらかたＫＳＣ 大阪

8 48 5分44秒 岡田　日毬 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 吹田ジュニア 大阪

9 84 5分45秒 松本　奏　 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 下市陸上クラブ 奈良

10 140 5分48秒 田中　優 ﾀﾅｶ ﾕｳ 三碓陸上クラブ 奈良

11 136 5分49秒 岡村　花生　 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅｵ 三碓陸上クラブ 奈良

12 4 5分57秒 野田　莉加 ﾉﾀﾞ ﾏﾘｶ 桂東ランナーズ 京都

13 60 6分01秒 森口　真帆 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾎ 万博ＡＣ 大阪

14 56 6分07秒 福田　さくら ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾗ 吹田ジュニア 大阪

15 8 6分09秒 別府　璃音 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｵﾝ 桂東ランナーズ 京都

16 12 6分09秒 東恩納　萌々 ﾄｵﾉ ﾓﾓ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

17 88 6分10秒 藤井　遥可 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 陸王クラブ 大阪

18 40 6分11秒 藤後　楓花 ﾄｳｺﾞ ﾌｳｶ 北浜JRC 兵庫

19 148 6分11秒 吉本　安寿 ﾖｼﾓﾄ ｱｽﾞ 三碓陸上クラブ 奈良

20 152 6分23秒 石川　葵 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 岸部第二 大阪

21 120 6分27秒 重富　音央 ｼｹﾞﾄﾐ ﾈｵ 佐賀歌垣AC 佐賀

22 112 6分32秒 永田　真葉 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾊ 耳原ＡＣ 大阪

23 44 6分38秒 角田　優 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳ 豊中スキップ 大阪

24 16 6分41秒 安藤　雛音 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾈ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

25 116 6分42秒 高比良　裕美 ﾀｶﾋﾗ ﾋﾛﾐ 交野ＫＳＲＣ 大阪

26 104 6分44秒 金本　萌壱 ｶﾈﾓﾄ ﾒｲ 朱四クラブ 京都

27 32 6分47秒 田尾　凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ なにわJAC 大阪

28 124 6分47秒 大舘　はるな ｵｵﾀﾞﾃ ﾊﾙﾅ 佐賀歌垣AC 佐賀

29 96 6分49秒 花満　心温 ﾊﾅﾐﾂ ｺｺﾊ 京小陸 京都

30 36 6分53秒 福嶋　亜依 ﾌｸｼﾏ ｱｲ ＪＲＣみはら 大阪

31 164 6分54秒 井上　絢愛 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾒ 茨木AC 大阪

32 160 6分55秒 高橋　志紀 ﾀｶﾊｼ ｼｷ 茨木AC 大阪

33 92 6分57秒 沖　えみり ｵｷ ｴﾐﾘ 陸王クラブ 大阪

34 100 7分01秒 窪田　優希奈 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷﾅ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

35 76 7分15秒 森　琴音 ﾓﾘ ｺﾄﾈ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

36 108 7分22秒 田中　優奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 朱四クラブ 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4組）


