
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

3 181 5分09秒 内山　雅教 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ チーム柏 千葉

4 25 5分10秒 生田　鼓太郎 ｲｸﾀ ｺﾀﾛｳ 安室RC 兵庫

5 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

6 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

7 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

8 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

9 24 5分16秒 中村　雅輝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 安室RC 兵庫

10 28 5分17秒 中垣　優太 ﾅｶｶﾞｷ ﾕｳﾀ なにわJAC 大阪

11 74 5分20秒 福島　直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ 紀の国ＡＣ 和歌山

12 178 5分21秒 岩本　侑士 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

13 42 5分23秒 松井　大倭　 ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ 北浜JRC 兵庫

14 65 5分24秒 志賀　大虎 ｼｶﾞ ﾀｲｶﾞ コスモAC 大阪

15 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

16 49 5分27秒 島田　侑 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 吹田ジュニア 大阪

16 40 5分27秒 松田　風人 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾄ 北浜JRC 兵庫

18 183 5分28秒 佐山　和寿也 ｻﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 岸部第二 大阪

18 68 5分28秒 奥口　朝陽 ｵｸｸﾞﾁ ｱｻﾋ コスモAC 大阪

18 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

18 5 5分28秒 松川　駿 ﾏﾂｶﾜ ｼｭﾝ 桂東ランナーズ 京都

22 146 5分29秒 櫻田　圭吾 ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 交野ＫＳＲＣ 大阪

22 64 5分29秒 花桐　駿弥 ﾊﾅｷﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 万博ＡＣ 大阪

24 171 5分30秒 堀内　碧仁 ﾎﾘｳﾁ ｱｵﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

24 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

24 194 5分30秒 杉本　玲 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ ＫＹ鳥取 鳥取

27 100 5分32秒 櫻井　徹平 ｻｸﾗｲ ﾃｯﾍﾟｲ HRJ 大阪

27 165 5分32秒 金谷　拓紀 ｶﾅﾀﾆ ﾋﾛｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

29 41 5分33秒 長谷川　速士 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｳｼ 北浜JRC 兵庫

29 66 5分33秒 田中　拓弥 ﾀﾅｶ ﾀｸﾔ コスモAC 大阪

31 170 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

32 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

32 30 5分35秒 片川　陽暉 ｶﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ＪＲＣみはら 大阪

34 47 5分36秒 佐原　秀 ｻﾊﾗ ｼｭｳ 吹田ジュニア 大阪

34 88 5分36秒 松田　岳 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾞｸ 下市陸上クラブ 奈良

34 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

37 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

38 161 5分38秒 小林　浩都 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 佐賀歌垣AC 佐賀

38 211 5分38秒 神之田　真生 ｶﾐﾉﾀ ﾏｲｷ 阿久根陸上 鹿児島

40 182 5分39秒 石本　蓮 ｲｼﾓﾄ ﾚﾝ 岸部第二 大阪

40 27 5分39秒 阿部　雄斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ なにわJAC 大阪

40 43 5分39秒 田中　与仁 ﾀﾅｶ ﾖﾋﾄ 北浜JRC 兵庫

40 169 5分39秒 川﨑　勇飛 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾋ 三碓陸上クラブ 奈良

44 137 5分41秒 西野　良太朗 ﾆｼﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 耳原ＡＣ 大阪

44 192 5分41秒 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ ＫＹ鳥取 鳥取

44 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

44 73 5分41秒 上辻　洋斗 ｳｴﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 紀の国ＡＣ 和歌山

44 109 5分41秒 西久保　友輝 ﾆｼｸﾎﾞ ﾄﾓｷ 陸王クラブ 大阪

49 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

50 93 5分44秒 馬場　耕助 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｽｹ HRJ 大阪

一般参加タイムトライアルレース（男子総合）

“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
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50 4 5分44秒 村上　颯 ﾑﾗｶﾐ ｿｳ 桂東ランナーズ 京都

52 197 5分45秒 酒井　崚司 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 茨木AC 大阪

52 177 5分45秒 櫻井　湊 ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

52 167 5分45秒 松本　夏祁 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

55 48 5分46秒 松田　光稀 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｷ 吹田ジュニア 大阪

55 184 5分46秒 山本　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岸部第二 大阪

57 57 5分47秒 重光　泉汰 ｼｹﾞﾐﾂ ｾﾝﾀ 万博ＡＣ 大阪

57 203 5分47秒 木納　大雅 ｷﾉｳ ﾀｲｶﾞ 茨木AC 大阪

57 70 5分47秒 藤村　青空 ﾌｼﾞﾑﾗ ｿﾗ コスモAC 大阪

57 55 5分47秒 宇陀　大和 ｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 万博ＡＣ 大阪

61 92 5分48秒 的場　仁 ﾏﾄﾊﾞ ｼﾞﾝ HRJ 大阪

61 152 5分48秒 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 交野ＫＳＲＣ 大阪

61 63 5分48秒 瀬戸　玲史 ｾﾄ ﾚｲｼﾞ 万博ＡＣ 大阪

64 56 5分49秒 木村　晴 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 万博ＡＣ 大阪

64 29 5分49秒 北川　稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ なにわJAC 大阪

66 210 5分50秒 北川　春樹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 阿久根陸上 鹿児島

67 91 5分51秒 越智　陽生 ｵﾁ ﾊﾙｷ HRJ 大阪

67 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

67 202 5分51秒 中田　晧大 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾄ 茨木AC 大阪

67 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

67 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

67 75 5分51秒 下津　遙功 ｼﾓﾂ ﾖｳｺｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

73 46 5分52秒 川上　晃輝 ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 吹田ジュニア 大阪

73 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

73 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

73 209 5分52秒 山下　剛 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾖｼ 茨木AC 大阪

73 195 5分52秒 西田　涼登 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 茨木AC 大阪

78 158 5分53秒 小栁　諒馬 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾏ 佐賀歌垣AC 佐賀

79 148 5分54秒 上山　純輝 ｳｴﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷ 交野ＫＳＲＣ 大阪

80 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

80 172 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

80 188 5分55秒 山友　優佑 ﾔﾏﾄﾓ ﾕｳｽｹ 岸部第二 大阪

80 89 5分55秒 清田　晃大 ｾｲﾀ ｺｳﾀﾞｲ 宮崎西陸上 宮崎

80 160 5分55秒 岸川　天 ｷｼｶﾜ ﾃﾝ 佐賀歌垣AC 佐賀

80 205 5分55秒 三宅　貴大 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ 茨木AC 大阪

80 180 5分55秒 川下　優空 ｶﾜｼﾀ ﾕｳｱ 三碓陸上クラブ 奈良

80 175 5分55秒 冨田　雅晴 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 三碓陸上クラブ 奈良

88 26 5分56秒 田中　遼司 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ なにわJAC 大阪

88 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

88 168 5分56秒 島川　琉 ｼﾏｶﾜ ﾘｭｳ ひらかたＫＳＣ 大阪

88 53 5分56秒 田川　遥大 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 吹田ジュニア 大阪

88 69 5分56秒 井上　元希 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ コスモAC 大阪

88 90 5分56秒 山下　至誠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷﾏｻ 宮崎西陸上 宮崎

88 120 5分56秒 今西　爽太 ｲﾏﾆｼ ｿｳﾀ 京小陸 京都

95 107 5分57秒 清田　祥吾 ｷﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ HRJ 大阪

95 189 5分57秒 杉浦　亜琉 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾙ 岸部第二 大阪

97 121 5分58秒 松野　朔和　 ﾏﾂﾉ ｻﾜ 泉大津ﾄﾞﾘｰﾑｽ 大阪

97 108 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

99 136 5分59秒 小阪　琉斗 ｺｻｶ ﾘｭｳﾄ 耳原ＡＣ 大阪
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99 122 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

99 95 5分59秒 稲葉　渚 ｲﾅﾊﾞ ﾅｷﾞｻ HRJ 大阪

102 52 6分00秒 佐原　陸 ｻﾊﾗ ﾘｸ 吹田ジュニア 大阪

102 198 6分00秒 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茨木AC 大阪

102 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

105 33 6分01秒 井出　温大 ｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ＪＲＣみはら 大阪

105 130 6分01秒 髙山　明真 ﾀｶﾔﾏ ｱｽﾏ 朱四クラブ 京都

107 103 6分02秒 小澤　盤 ｵｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾙ HRJ 大阪

108 199 6分03秒 増田　百輝 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｷ 茨木AC 大阪

108 149 6分03秒 木原　大樹 ｷﾊﾗ ﾀｲｼﾞｭ 交野ＫＳＲＣ 大阪

110 176 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

110 101 6分04秒 藤原　亮介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ HRJ 大阪

110 113 6分04秒 西本　健人 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 陸王クラブ 大阪

110 134 6分04秒 振原　克仁 ﾌﾘﾊﾗ ｶﾂﾋﾄ 朱四クラブ 京都

110 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

110 35 6分04秒 中西　叶芽 ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ ＪＲＣみはら 大阪

116 60 6分05秒 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 万博ＡＣ 大阪

117 34 6分06秒 浮津　拓弥 ｳｷﾂ ﾀｸﾐ ＪＲＣみはら 大阪

117 185 6分06秒 板谷　直弥 ｲﾀﾀﾆ ﾅｵﾔ 岸部第二 大阪

119 32 6分07秒 吉村　陸 ﾖｼﾑﾗ ﾘｸ ＪＲＣみはら 大阪

119 173 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

119 39 6分07秒 浜田　明日翔 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ ＪＲＣみはら 大阪

122 18 6分08秒 原口　大地 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 新沢AC 奈良

123 140 6分09秒 前田　直輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 耳原ＡＣ 大阪

124 141 6分10秒 松藤　太良 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀｲﾗ 耳原ＡＣ 大阪

124 190 6分10秒 新田　伊織 ﾆｯﾀ ｲｵﾘ 岸部第二 大阪

126 207 6分12秒 虎間　勇樹 ﾄﾗﾏ ﾕｳｷ 茨木AC 大阪

126 153 6分12秒 西川　航世 ﾆｼｶﾜ ｺｳｾ 交野ＫＳＲＣ 大阪

128 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

128 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

130 105 6分15秒 矢野　快生 ﾔﾉ ｶｲｾｲ HRJ 大阪

131 126 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

131 150 6分16秒 安達　和哉 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 交野ＫＳＲＣ 大阪

133 159 6分17秒 荒木　啓人 ｱﾗｷ ｹｲﾄ 佐賀歌垣AC 佐賀

133 155 6分17秒 川口　鉄生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 交野ＫＳＲＣ 大阪

133 115 6分17秒 本多　力 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 陸王クラブ 大阪

136 191 6分18秒 塚本　聖 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｷ 岸部第二 大阪

136 142 6分18秒 中林　魁人 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 耳原ＡＣ 大阪

136 123 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

136 38 6分18秒 佐伯　拓真 ｻｴｷ ﾀｸﾐ ＪＲＣみはら 大阪

140 118 6分19秒 浪江　勇希 ﾅﾐｴ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

140 98 6分19秒 森　悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ HRJ 大阪

140 19 6分19秒 寺尾　秀斗 ﾃﾗｵ ﾋﾃﾞﾄ 新沢AC 奈良

143 116 6分20秒 大島　英士 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞ 陸王クラブ 大阪

143 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

145 206 6分21秒 尾形　成梧 ｵｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 茨木AC 大阪

145 127 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

147 186 6分23秒 佐藤　大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 岸部第二 大阪

147 59 6分23秒 舩曳　大翔 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾊﾙﾄ 万博ＡＣ 大阪

149 37 6分24秒 東　春陽 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ ＪＲＣみはら 大阪

149 163 6分24秒 宗　啓太 ｿｳ ｹｲﾀ 佐賀歌垣AC 佐賀
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149 164 6分24秒 吉村　歩 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾑ 佐賀歌垣AC 佐賀

149 174 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

153 124 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

153 119 6分25秒 田中　道夫 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 陸王クラブ 大阪

155 143 6分27秒 今井　煌稀　 ｲﾏｲ ｺｳｷ 耳原ＡＣ 大阪

155 193 6分27秒 森澤　知慶 ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ ＫＹ鳥取 鳥取

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

157 128 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

159 201 6分30秒 田中　晴登 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 茨木AC 大阪

160 20 6分32秒 若林　恵大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 新沢AC 奈良

160 200 6分32秒 杉谷　湊斗 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐﾅﾄ 茨木AC 大阪

162 154 6分33秒 三浦　空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 交野ＫＳＲＣ 大阪

163 132 6分34秒 中村　羚誠 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 朱四クラブ 京都

163 114 6分34秒 井原　圭裕 ｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 陸王クラブ 大阪

165 196 6分37秒 光野　央理 ｺｳﾉ ｵｳｽｹ 茨木AC 大阪

166 36 6分38秒 西野　凛久 ﾆｼﾉ ﾘｸ ＪＲＣみはら 大阪

166 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

166 179 6分38秒 市丸　慶樹　 ｲﾁﾏﾙ ｹｲｷ 三碓陸上クラブ 奈良

169 144 6分39秒 岡田　健二 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

170 96 6分42秒 佐藤　秀麿 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ HRJ 大阪

171 102 6分45秒 河本　真吾 ｺｳﾓﾄ ｼﾝｺﾞ HRJ 大阪

172 129 6分46秒 大西　瑛輔 ｵｵﾆｼ ｴｲｽｹ 朱四クラブ 京都

173 71 6分49秒 佐々木　陸人 ｻｻｷ ﾘｸﾄ コスモAC 大阪

173 147 6分49秒 小嶋　隼人 ｺｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 交野ＫＳＲＣ 大阪

173 212 6分49秒 濵﨑　凜久 ﾊﾏｻｷ ﾘｸ 阿久根陸上 鹿児島

176 145 6分50秒 大西　亮治 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

177 97 6分51秒 佐藤　遼河 ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ HRJ 大阪

178 187 6分52秒 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 岸部第二 大阪

179 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

179 125 6分53秒 久米　巧真 ｸﾒ ﾀｸﾏ ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 大阪

181 99 6分55秒 松本　佳樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ HRJ 大阪

182 94 6分56秒 小谷　優晴 ｺﾀﾆ ﾕｳｾｲ HRJ 大阪

183 131 6分57秒 中井　道満 ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 朱四クラブ 京都

184 162 7分02秒 田口　輝 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 佐賀歌垣AC 佐賀

185 111 7分25秒 岡本　茂靖 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾔｽ 陸王クラブ 大阪

186 156 7分28秒 山神　陸斗 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｸﾄ 交野ＫＳＲＣ 大阪


