
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 22 5分02秒 近森　遥斗 ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ かんまきRC 奈良

2 17 5分03秒 永戸　敢太朗 ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 耳成南 奈良

3 87 5分15秒 大谷　脩祐　　 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳｽｹ 下市陸上クラブ 奈良

4 42 5分23秒 松井　大倭　 ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ 北浜JRC 兵庫

5 2 5分30秒 橋本　諒生 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 桂東ランナーズ 京都

6 12 5分35秒 黒田　琥央佑 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｽｹ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

7 47 5分36秒 佐原　秀 ｻﾊﾗ ｼｭｳ 吹田ジュニア 大阪

8 7 5分37秒 山西　正翔 ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾄ 桂東ランナーズ 京都

9 182 5分39秒 石本　蓮 ｲｼﾓﾄ ﾚﾝ 岸部第二 大阪

10 27 5分39秒 阿部　雄斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ なにわJAC 大阪

11 137 5分41秒 西野　良太朗 ﾆｼﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 耳原ＡＣ 大阪

12 192 5分41秒 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ ＫＹ鳥取 鳥取

13 197 5分45秒 酒井　崚司 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 茨木AC 大阪

14 177 5分45秒 櫻井　湊 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

15 167 5分45秒 松本　夏祁 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

16 57 5分47秒 重光　泉汰 ｼｹﾞﾐﾂ ｾﾝﾀ 万博ＡＣ 大阪

17 92 5分48秒 的場　仁 ﾏﾄﾊﾞ ｼﾞﾝ HRJ 大阪

18 152 5分48秒 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 交野ＫＳＲＣ 大阪

19 202 5分51秒 中田　晧大 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾄ 茨木AC 大阪

20 77 5分52秒 坂堂　真生　 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｵ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

21 172 5分55秒 村林　幸祐 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 三碓陸上クラブ 奈良

22 72 5分56秒 石塚　洸汰朗 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ コスモAC 大阪

23 107 5分57秒 清田　祥吾 ｷﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ HRJ 大阪

24 122 5分59秒 国本　丈司 ｸﾆﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 泉大津ﾄﾞﾘｰﾑｽ 大阪

25 52 6分00秒 佐原　陸 ｻﾊﾗ ﾘｸ 吹田ジュニア 大阪

26 32 6分07秒 吉村　陸 ﾖｼﾑﾗ ﾘｸ ＪＲＣみはら 大阪

27 207 6分12秒 虎間　勇樹 ﾄﾗﾏ ﾕｳｷ 茨木AC 大阪

28 82 6分13秒 小谷　東樹 ｺﾀﾆ ﾄｳｼﾞｭ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

29 142 6分18秒 中林　魁人 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 耳原ＡＣ 大阪

30 127 6分21秒 田畑　和真 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

31 37 6分24秒 東　春陽 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ ＪＲＣみはら 大阪

32 157 6分28秒 重富　一輝 ｼｹﾞﾄﾐ ｲｯｷ 佐賀歌垣AC 佐賀

33 132 6分34秒 中村　羚誠 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 朱四クラブ 京都

34 102 6分45秒 河本　真吾 ｺｳﾓﾄ ｼﾝｺﾞ HRJ 大阪

35 147 6分49秒 小嶋　隼人 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 交野ＫＳＲＣ 大阪

36 212 6分49秒 濵﨑　凜久 ﾊﾏｻｷ ﾘｸ 阿久根陸上 鹿児島

37 97 6分51秒 佐藤　遼河 ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ HRJ 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2組）


