
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 25 5分10秒 生田　鼓太郎 ｲｸﾀ ｺﾀﾛｳ 安室RC 兵庫

2 65 5分24秒 志賀　大虎 ｼｶﾞ ﾀｲｶﾞ コスモAC 大阪

3 40 5分27秒 松田　風人 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾄ 北浜JRC 兵庫

4 5 5分28秒 松川　駿 ﾏﾂｶﾜ ｼｭﾝ 桂東ランナーズ 京都

5 100 5分32秒 櫻井　徹平 ｻｸﾗｲ ﾃｯﾍﾟｲ HRJ 大阪

6 165 5分32秒 金谷　拓紀 ｶﾅﾀﾆ ﾋﾛｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

7 170 5分34秒 長田　悠吾 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 三碓陸上クラブ 奈良

8 30 5分35秒 片川　陽暉 ｶﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ＪＲＣみはら 大阪

9 45 5分36秒 上垣　和哉 ｳｴｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ 吹田ジュニア 大阪

10 70 5分47秒 藤村　青空 ﾌｼﾞﾑﾗ ｿﾗ コスモAC 大阪

11 55 5分47秒 宇陀　大和 ｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 万博ＡＣ 大阪

12 210 5分50秒 北川　春樹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 阿久根陸上 鹿児島

13 50 5分51秒 岩永　耕輝 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｷ 吹田ジュニア 大阪

14 75 5分51秒 下津　遙功 ｼﾓﾂ ﾖｳｺｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

15 195 5分52秒 西田　涼登 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 茨木AC 大阪

16 160 5分55秒 岸川　天 ｷｼｶﾜ ﾃﾝ 佐賀歌垣AC 佐賀

17 205 5分55秒 三宅　貴大 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ 茨木AC 大阪

18 180 5分55秒 川下　優空 ｶﾜｼﾀ ﾕｳｱ 三碓陸上クラブ 奈良

19 175 5分55秒 冨田　雅晴 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 三碓陸上クラブ 奈良

20 90 5分56秒 山下　至誠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷﾏｻ 宮崎西陸上 宮崎

21 120 5分56秒 今西　爽太 ｲﾏﾆｼ ｿｳﾀ 京小陸 京都

22 95 5分59秒 稲葉　渚 ｲﾅﾊﾞ ﾅｷﾞｻ HRJ 大阪

23 10 6分00秒 田中　湊 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

24 130 6分01秒 髙山　明真 ﾀｶﾔﾏ ｱｽﾏ 朱四クラブ 京都

25 15 6分04秒 西中　力輝 ﾆｼﾅｶ ﾘｸ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

26 35 6分04秒 中西　叶芽 ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ ＪＲＣみはら 大阪

27 60 6分05秒 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 万博ＡＣ 大阪

28 185 6分06秒 板谷　直弥 ｲﾀﾀﾆ ﾅｵﾔ 岸部第二 大阪

29 140 6分09秒 前田　直輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 耳原ＡＣ 大阪

30 190 6分10秒 新田　伊織 ﾆｯﾀ ｲｵﾘ 岸部第二 大阪

31 105 6分15秒 矢野　快生 ﾔﾉ ｶｲｾｲ HRJ 大阪

32 150 6分16秒 安達　和哉 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 交野ＫＳＲＣ 大阪

33 155 6分17秒 川口　鉄生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 交野ＫＳＲＣ 大阪

34 115 6分17秒 本多　力 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 陸王クラブ 大阪

35 85 6分20秒 西村　光矢 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾔ くすのきﾗﾝﾅｰｽﾞ 京都

36 20 6分32秒 若林　恵大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 新沢AC 奈良

37 200 6分32秒 杉谷　湊斗 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐﾅﾄ 茨木AC 大阪

38 145 6分50秒 大西　亮治 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

39 125 6分53秒 久米　巧真 ｸﾒ ﾀｸﾏ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 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5組）


