
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 24 5分16秒 中村　雅輝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 安室RC 兵庫

2 74 5分20秒 福島　直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ 紀の国ＡＣ 和歌山

3 49 5分27秒 島田　侑 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 吹田ジュニア 大阪

4 54 5分28秒 橋詰　泰弥 ﾊｼｽﾞﾒ ﾋﾛﾔ 吹田ジュニア 大阪

5 64 5分29秒 花桐　駿弥 ﾊﾅｷﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 万博ＡＣ 大阪

6 194 5分30秒 杉本　玲 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ ＫＹ鳥取 鳥取

7 169 5分39秒 川﨑　勇飛 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾋ 三碓陸上クラブ 奈良

8 109 5分41秒 西久保　友輝 ﾆｼｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 陸王クラブ 大阪

9 4 5分44秒 村上　颯 ﾑﾗｶﾐ ｿｳ 桂東ランナーズ 京都

10 184 5分46秒 山本　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岸部第二 大阪

11 29 5分49秒 北川　稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ なにわJAC 大阪

12 209 5分52秒 山下　剛 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾖｼ 茨木AC 大阪

13 89 5分55秒 清田　晃大 ｾｲﾀ ｺｳﾀﾞｲ 宮崎西陸上 宮崎

14 69 5分56秒 井上　元希 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ コスモAC 大阪

15 189 5分57秒 杉浦　亜琉 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾙ 岸部第二 大阪

16 199 6分03秒 増田　百輝 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｷ 茨木AC 大阪

17 149 6分03秒 木原　大樹 ｷﾊﾗ ﾀｲｼﾞｭ 交野ＫＳＲＣ 大阪

18 134 6分04秒 振原　克仁 ﾌﾘﾊﾗ ｶﾂﾋﾄ 朱四クラブ 京都

19 34 6分06秒 浮津　拓弥 ｳｷﾂ ﾀｸﾐ ＪＲＣみはら 大阪

20 39 6分07秒 浜田　明日翔 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ ＪＲＣみはら 大阪

21 159 6分17秒 荒木　啓人 ｱﾗｷ ｹｲﾄ 佐賀歌垣AC 佐賀

22 19 6分19秒 寺尾　秀斗 ﾃﾗｵ ﾋﾃﾞﾄ 新沢AC 奈良

23 59 6分23秒 舩曳　大翔 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾊﾙﾄ 万博ＡＣ 大阪

24 164 6分24秒 吉村　歩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾑ 佐賀歌垣AC 佐賀

25 174 6分24秒 高橋　龍平 ﾀｶﾊｼ ﾀｯﾍﾟｲ 三碓陸上クラブ 奈良

26 124 6分25秒 中山　雄斗 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾄ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

27 119 6分25秒 田中　道夫 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 陸王クラブ 大阪

28 154 6分33秒 三浦　空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 交野ＫＳＲＣ 大阪

29 114 6分34秒 井原　圭裕 ｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 陸王クラブ 大阪

30 179 6分38秒 市丸　慶樹　 ｲﾁﾏﾙ ｹｲｷ 三碓陸上クラブ 奈良

31 144 6分39秒 岡田　健二 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

32 129 6分46秒 大西　瑛輔 ｵｵﾆｼ ｴｲｽｹ 朱四クラブ 京都

33 99 6分55秒 松本　佳樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ HRJ 大阪

34 94 6分56秒 小谷　優晴 ｺﾀﾆ ﾕｳｾｲ 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4組）


