
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 3 5分11秒 宮田　桜爾 ﾐﾔﾀ ｵｳｼﾞ 桂東ランナーズ 京都

2 23 5分14秒 田村　賢太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ かんまきRC 奈良

3 28 5分17秒 中垣　優太 ﾅｶｶﾞｷ ﾕｳﾀ なにわJAC 大阪

4 178 5分21秒 岩本　侑士 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

5 183 5分28秒 佐山　和寿也 ｻﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岸部第二 大阪

6 68 5分28秒 奥口　朝陽 ｵｸｸﾞﾁ ｱｻﾋ コスモAC 大阪

7 88 5分36秒 松田　岳 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾞｸ 下市陸上クラブ 奈良

8 43 5分39秒 田中　与仁 ﾀﾅｶ ﾖﾋﾄ 北浜JRC 兵庫

9 13 5分41秒 関　栖々弥 ｾｷ ｽｽﾞﾔ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

10 73 5分41秒 上辻　洋斗 ｳｴﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 紀の国ＡＣ 和歌山

11 93 5分44秒 馬場　耕助 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ HRJ 大阪

12 48 5分46秒 松田　光稀 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｷ 吹田ジュニア 大阪

13 203 5分47秒 木納　大雅 ｷﾉｳ ﾀｲｶﾞ 茨木AC 大阪

14 63 5分48秒 瀬戸　玲史 ｾﾄ ﾚｲｼﾞ 万博ＡＣ 大阪

15 78 5分51秒 全　瞭 ｾﾞﾝ ｱｷﾗ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

16 8 5分52秒 大岡　凌太 ｵｵｵｶ ﾘｮｳﾀ 桂東ランナーズ 京都

17 158 5分53秒 小栁　諒馬 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾏ 佐賀歌垣AC 佐賀

18 148 5分54秒 上山　純輝 ｳｴﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷ 交野ＫＳＲＣ 大阪

19 188 5分55秒 山友　優佑 ﾔﾏﾄﾓ ﾕｳｽｹ 岸部第二 大阪

20 168 5分56秒 島川　琉 ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳ ひらかたＫＳＣ 大阪

21 53 5分56秒 田川　遥大 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 吹田ジュニア 大阪

22 108 5分58秒 白数　脩一郎 ｼﾗｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 陸王クラブ 大阪

23 198 6分00秒 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茨木AC 大阪

24 33 6分01秒 井出　温大 ｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ＪＲＣみはら 大阪

25 103 6分02秒 小澤　盤 ｵｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾙ HRJ 大阪

26 113 6分04秒 西本　健人 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 陸王クラブ 大阪

27 173 6分07秒 米田　悠雅 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 三碓陸上クラブ 奈良

28 18 6分08秒 原口　大地 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 新沢AC 奈良

29 153 6分12秒 西川　航世 ﾆｼｶﾜ ｺｳｾ 交野ＫＳＲＣ 大阪

30 123 6分18秒 菅　修平 ｽｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 泉大津ﾄﾞﾘｰﾑｽ 大阪

31 38 6分18秒 佐伯　拓真 ｻｴｷ ﾀｸﾐ ＪＲＣみはら 大阪

32 118 6分19秒 浪江　勇希 ﾅﾐｴ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

33 98 6分19秒 森　悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ HRJ 大阪

34 163 6分24秒 宗　啓太 ｿｳ ｹｲﾀ 佐賀歌垣AC 佐賀

35 143 6分27秒 今井　煌稀　 ｲﾏｲ ｺｳｷ 耳原ＡＣ 大阪

36 193 6分27秒 森澤　知慶 ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ ＫＹ鳥取 鳥取

37 128 6分28秒 安部　爽仁朗 ｱﾍﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ 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（男子3組）


