
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

1 181 5分09秒 内山　雅教 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ チーム柏 千葉

2 31 5分13秒 柿塚　良太郎 ｶｷﾂｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ＪＲＣみはら 大阪

3 6 5分26秒 山田　悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 桂東ランナーズ 京都

4 146 5分29秒 櫻田　圭吾 ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 交野ＫＳＲＣ 大阪

5 171 5分30秒 堀内　碧仁 ﾎﾘｳﾁ ｱｵﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

6 41 5分33秒 長谷川　速士 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｳｼ 北浜JRC 兵庫

7 66 5分33秒 田中　拓弥 ﾀﾅｶ ﾀｸﾔ コスモAC 大阪

8 161 5分38秒 小林　浩都 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 佐賀歌垣AC 佐賀

9 211 5分38秒 神之田　真生 ｶﾐﾉﾀ ﾏｲｷ 阿久根陸上 鹿児島

10 1 5分43秒 村山　心太 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾀ 桂東ランナーズ 京都

11 56 5分49秒 木村　晴 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 万博ＡＣ 大阪

12 91 5分51秒 越智　陽生 ｵﾁ ﾊﾙｷ HRJ 大阪

13 81 5分51秒 松井　晴紀 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

14 46 5分52秒 川上　晃輝 ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 吹田ジュニア 大阪

15 51 5分55秒 森口　晃行 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｷﾕｷ 吹田ジュニア 大阪

16 26 5分56秒 田中　遼司 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ なにわJAC 大阪

17 121 5分58秒 松野　朔和　 ﾏﾂﾉ ｻﾜ 泉大津ﾄﾞﾘｰﾑｽ 大阪

18 136 5分59秒 小阪　琉斗 ｺｻｶ ﾘｭｳﾄ 耳原ＡＣ 大阪

19 176 6分04秒 森口　翔太 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 三碓陸上クラブ 奈良

20 101 6分04秒 藤原　亮介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ HRJ 大阪

21 141 6分10秒 松藤　太良 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀｲﾗ 耳原ＡＣ 大阪

22 11 6分13秒 井上　瑠斗 ｲﾉｳｴ ﾙｲﾄ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

23 126 6分16秒 望月　快風丘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

24 191 6分18秒 塚本　聖 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｷ 岸部第二 大阪

25 116 6分20秒 大島　英士 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞ 陸王クラブ 大阪

26 206 6分21秒 尾形　成梧 ｵｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 茨木AC 大阪

27 186 6分23秒 佐藤　大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 岸部第二 大阪

28 201 6分30秒 田中　晴登 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 茨木AC 大阪

29 196 6分37秒 光野　央理 ｺｳﾉ ｵｳｽｹ 茨木AC 大阪

30 36 6分38秒 西野　凛久 ﾆｼﾉ ﾘｸ ＪＲＣみはら 大阪

31 16 6分38秒 西中　誓那 ﾆｼﾅｶ ｾﾅ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

32 96 6分42秒 佐藤　秀麿 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ HRJ 大阪

33 71 6分49秒 佐々木　陸人 ｻｻｷ ﾘｸﾄ コスモAC 大阪

34 76 6分53秒 橋本　活樹 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｷ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

35 131 6分57秒 中井　道満 ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 朱四クラブ 京都

36 111 7分25秒 岡本　茂靖 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾔｽ 陸王クラブ 大阪

37 156 7分28秒 山神　陸斗 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｸﾄ 交野ＫＳＲＣ 大阪

“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（男子1組）


