
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 28 5分29秒 竹田　咲羽 ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ 安室RC 兵庫

4 38 5分30秒 大西　理桜 ｵｵﾆｼ ﾘｵ 北浜JRC 兵庫

5 3 5分32秒 小笠原　美侑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾕ 桂東ランナーズ 京都

6 50 5分34秒 塩田　咲 ｼｵﾀ ｻｷ 吹田ジュニア 大阪

7 127 5分36秒 宇都　実夢 ｳﾄ ﾐﾕ ひらかたＫＳＣ 大阪

8 109 5分37秒 仲村　涼 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾐ 朱四クラブ 京都

8 2 5分37秒 溝口　いつき ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲﾂｷ 桂東ランナーズ 京都

10 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

10 29 5分38秒 吉村　心 ﾖｼﾑﾗ ｺｺﾛ なにわJAC 大阪

10 138 5分38秒 山本　莉緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 三碓陸上クラブ 奈良

13 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

13 130 5分39秒 室山　実優 ﾑﾛﾔﾏ ﾐﾕ ひらかたＫＳＣ 大阪

15 52 5分40秒 岡部　奈月 ｵｶﾍﾞ ﾅﾂｷ 吹田ジュニア 大阪

15 64 5分40秒 塩原　希梨 ｼｵﾊﾗ ｷﾘ コスモAC 大阪

17 10 5分41秒 大畑　ちさと ｵｵﾊﾀ ﾁｻﾄ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

18 66 5分42秒 大北　佳怜 ｵｵｷﾀ ｶﾚﾝ コスモAC 大阪

18 47 5分42秒 大前　友乃 ｵｵﾏｴ ﾕｳﾉ 吹田ジュニア 大阪

18 128 5分42秒 中村　彩羽 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾊ ひらかたＫＳＣ 大阪

18 20 5分42秒 中島　栞菜 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 新沢AC 奈良

22 129 5分43秒 室山　真優 ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ ひらかたＫＳＣ 大阪

22 72 5分43秒 福岡　愛佳莉 ﾌｸｵｶ ｱｶﾘ 紀の国ＡＣ 和歌山

24 49 5分44秒 松山　小春 ﾏﾂﾔﾏ ｺﾊﾙ 吹田ジュニア 大阪

24 132 5分44秒 瀧野　未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ ひらかたＫＳＣ 大阪

24 48 5分44秒 岡田　日毬 ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 吹田ジュニア 大阪

27 95 5分45秒 児島　柚月 ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 京小陸 京都

27 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

29 51 5分46秒 濱田　彩乃 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 吹田ジュニア 大阪

30 73 5分48秒 谷本　理恵 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｴ 紀の国ＡＣ 和歌山

30 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

30 25 5分48秒 宗村　乙羽 ｿｳﾑﾗ ｵﾄﾊ 大宮陸上教室 京都

30 6 5分48秒 篠原　菜那 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾅ 桂東ランナーズ 京都

30 74 5分48秒 谷所　翼 ﾀﾝｼｮ ﾂﾊﾞｻ 紀の国ＡＣ 和歌山

30 139 5分48秒 枝木　葵 ｴﾀﾞｷ ｱｵｲ 三碓陸上クラブ 奈良

30 140 5分48秒 田中　優 ﾀﾅｶ ﾕｳ 三碓陸上クラブ 奈良

37 137 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

37 136 5分49秒 岡村　花生　 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅｵ 三碓陸上クラブ 奈良

39 39 5分51秒 稲田　桜子 ｲﾅﾀﾞ ｻｸﾗｺ 北浜JRC 兵庫

40 11 5分52秒 加藤　薫乃 ｶﾄｳ ﾕｷﾉ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

41 34 5分54秒 阿部　萌恵 ｱﾍﾞ ﾓｴ ＪＲＣみはら 大阪

41 55 5分54秒 福田　果子 ﾌｸﾀﾞ ｶｺ 吹田ジュニア 大阪

43 65 5分55秒 羽原　恋乃 ﾊﾊﾞﾗ ｺｲﾉ コスモAC 大阪

44 131 5分57秒 白川　朝陽 ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ ひらかたＫＳＣ 大阪

44 4 5分57秒 野田　莉加 ﾉﾀﾞ ﾏﾘｶ 桂東ランナーズ 京都

46 133 5分58秒 立光　咲絵 ﾀﾃﾐﾂ ｻｴ ひらかたＫＳＣ 大阪

46 59 5分58秒 鶴長　ゆい ﾂﾙﾅｶﾞ ﾕｲ 万博ＡＣ 大阪

48 54 5分59秒 大馬　眸 ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ 吹田ジュニア 大阪

49 166 6分00秒 坂元　瑠菜 ｻｶﾓﾄ ﾙﾅ 阿久根陸上 鹿児島

49 107 6分00秒 新谷　遥 ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ 朱四クラブ 京都

一般参加タイムトライアルレース（女子総合）

“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
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51 61 6分01秒 吉本　出海 ﾖｼﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 万博ＡＣ 大阪

51 150 6分01秒 森本　星玲奈 ﾓﾘﾓﾄ ｾﾚﾅ 岸部第二 大阪

51 60 6分01秒 森口　真帆 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾎ 万博ＡＣ 大阪

54 14 6分02秒 三﨑　はるな ﾐｻｷ ﾊﾙﾅ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

54 110 6分02秒 畑仲　結衣 ﾊﾀﾅｶ ﾕｲ 朱四クラブ 京都

54 126 6分02秒 奥田　優希 ｵｸﾀﾞ ﾕｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

54 135 6分02秒 今西　虹那 ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 三碓陸上クラブ 奈良

58 89 6分03秒 西園　渚 ﾆｼｿﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 陸王クラブ 大阪

58 158 6分03秒 坂井　彩夏 ｻｶｲ ｱﾔｶ 茨木AC 大阪

58 18 6分03秒 佐野　羽奏 ｻﾉ ﾜｶﾅ 新沢AC 奈良

58 82 6分03秒 中野　陽 ﾅｶﾉ ﾋﾅﾀ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

62 165 6分04秒 山下　歩 ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾐ 茨木AC 大阪

62 161 6分04秒 岩見　理咲 ｲﾜﾐ ﾘｻ 茨木AC 大阪

62 58 6分04秒 上本　和未 ｳｴﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 万博ＡＣ 大阪

65 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

65 27 6分05秒 亀井　咲里 ｶﾒｲ ｻﾘ 大宮陸上教室 京都

67 46 6分06秒 和田　ゆう ﾜﾀﾞ ﾕｳ 豊中スキップ 大阪

67 151 6分06秒 佐納　葵 ｻﾉｳ ｱｵｲ 岸部第二 大阪

69 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

69 17 6分07秒 河人　美貴 ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 新沢AC 奈良

69 69 6分07秒 下田　愛結 ｼﾓﾀﾞ ｱﾕ コスモAC 大阪

69 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

73 103 6分08秒 井口　紗衣 ｲｸﾞﾁ ｻｴ 朱四クラブ 京都

74 159 6分09秒 林　和佳奈 ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 茨木AC 大阪

74 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

74 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

77 88 6分10秒 藤井　遥可 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 陸王クラブ 大阪

78 141 6分11秒 植田　百香 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 三碓陸上クラブ 奈良

78 40 6分11秒 藤後　楓花 ﾄｳｺﾞ ﾌｳｶ 北浜JRC 兵庫

78 148 6分11秒 吉本　安寿 ﾖｼﾓﾄ ｱｽﾞ 三碓陸上クラブ 奈良

81 41 6分12秒 山岡　美桜 ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ 豊中スキップ 大阪

82 106 6分15秒 小杉　奈緒 ｺｽｷﾞ ﾅｵ 朱四クラブ 京都

83 42 6分16秒 藤戸　結愛 ﾌｼﾞﾄ ﾕﾏ 豊中スキップ 大阪

84 93 6分18秒 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 陸王クラブ 大阪

84 62 6分18秒 溝畑　瑶 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾖｳ 万博ＡＣ 大阪

84 123 6分18秒 藤井　姫愛 ﾌｼﾞｲ ｷｱﾗ 佐賀歌垣AC 佐賀

87 149 6分22秒 原田　真裕 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕ 三碓陸上クラブ 奈良

87 142 6分22秒 大田　栞 ｵｵﾀ ｼｵﾘ 三碓陸上クラブ 奈良

87 19 6分22秒 小松　未歩 ｺﾏﾂ ﾐﾎ 新沢AC 奈良

90 152 6分23秒 石川　葵 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 岸部第二 大阪

91 30 6分24秒 高木　さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ なにわJAC 大阪

91 94 6分24秒 上田　愛莉 ｳｴﾀﾞ ｱｲﾘ 京小陸 京都

93 143 6分26秒 貝本　梨瑛 ｶｲﾓﾄ ﾘｴ 三碓陸上クラブ 奈良

94 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

94 121 6分27秒 平川　華 ﾋﾗｶﾜ ﾊﾅ 佐賀歌垣AC 佐賀

94 120 6分27秒 重富　音央 ｼｹﾞﾄﾐ ﾈｵ 佐賀歌垣AC 佐賀

97 134 6分28秒 馬上　想菜 ｳﾏｶﾞﾐ ｿﾅ ひらかたＫＳＣ 大阪

98 153 6分29秒 奥田　姫奈 ｵｸﾀﾞ ﾋﾅ 岸部第二 大阪

98 105 6分29秒 木村　優 ｷﾑﾗ ﾕｳ 朱四クラブ 京都

98 70 6分29秒 松宮　ののか ﾏﾂﾐﾔ ﾉﾉｶ コスモAC 大阪
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98 67 6分29秒 片岡　和笑菜 ｶﾀｵｶ ﾜｶﾅ コスモAC 大阪

102 125 6分31秒 重富　奈々葉 ｼｹﾞﾄﾐ ﾅﾅﾊ 佐賀歌垣AC 佐賀

103 162 6分32秒 松井　美羽 ﾏﾂｲ ﾐｳ 茨木AC 大阪

103 112 6分32秒 永田　真葉 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾊ 耳原ＡＣ 大阪

105 90 6分37秒 荒井　晴香 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 陸王クラブ 大阪

106 44 6分38秒 角田　優 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳ 豊中スキップ 大阪

107 21 6分39秒 吉田　真悠 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 新沢AC 奈良

108 91 6分40秒 大西　瞳空 ｵｵﾆｼ ﾄｱ 陸王クラブ 大阪

109 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

110 116 6分42秒 高比良　裕美 ﾀｶﾋﾗ ﾋﾛﾐ 交野ＫＳＲＣ 大阪

111 23 6分44秒 岡本　愛紗 ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 新沢AC 奈良

111 104 6分44秒 金本　萌壱 ｶﾈﾓﾄ ﾒｲ 朱四クラブ 京都

113 15 6分47秒 上農　千夏 ｶﾐﾉ ﾁﾅﾂ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

113 32 6分47秒 田尾　凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ なにわJAC 大阪

113 124 6分47秒 大舘　はるな ｵｵﾀﾞﾃ ﾊﾙﾅ 佐賀歌垣AC 佐賀

116 122 6分48秒 林　愛凜 ﾊﾔｼ ｱｲﾘ 佐賀歌垣AC 佐賀

116 163 6分48秒 吉武　花 ﾖｼﾀｹ ﾊﾅ 茨木AC 大阪

118 96 6分49秒 花満　心温 ﾊﾅﾐﾂ ｺｺﾊ 京小陸 京都

119 117 6分50秒 山本　麗菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 交野ＫＳＲＣ 大阪

119 147 6分50秒 三木　愛加 ﾐｷ ｱｲｶ 三碓陸上クラブ 奈良

121 146 6分51秒 松村　真朋 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾎ 三碓陸上クラブ 奈良

121 43 6分51秒 若原　幸音 ﾜｶﾊﾗ ﾕｷﾈ 豊中スキップ 大阪

123 154 6分53秒 野村　杏梨 ﾉﾑﾗ ｱﾝﾘ 岸部第二 大阪

123 22 6分53秒 植田　翔音 ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 新沢AC 奈良

123 75 6分53秒 内藤　美紀 ﾅｲﾄｳ ﾐｷ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

123 36 6分53秒 福嶋　亜依 ﾌｸｼﾏ ｱｲ ＪＲＣみはら 大阪

127 118 6分54秒 應本　千尋 ｵｳﾓﾄ ﾁﾋﾛ 交野ＫＳＲＣ 大阪

127 164 6分54秒 井上　絢愛 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾒ 茨木AC 大阪

129 33 6分55秒 岡田　知華 ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ＪＲＣみはら 大阪

129 160 6分55秒 高橋　志紀 ﾀｶﾊｼ ｼｷ 茨木AC 大阪

131 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

132 78 6分57秒 竜田　蒼 ﾀﾂﾀ ｱｵｲ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

132 92 6分57秒 沖　えみり ｵｷ ｴﾐﾘ 陸王クラブ 大阪


