
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 28 5分19秒 岡井　夏凜 ｵｶｲ ｶﾘﾝ 北浜ジュニアランニングクラブ 兵庫

2 23 5分24秒 中根　まなみ ﾅｶﾈ ﾏﾅﾐ 清流ランニングクラブ 岐阜

3 12 5分26秒 北爪　里乃 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾘﾉ チーム柏 千葉

4 9 5分31秒 海老原　耶々 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾔﾔ 芳賀真岡陸上クラブ 栃木

5 8 5分34秒 小沼　彩乃 ｵﾇﾏ ｱﾔﾉ みらいクラブ 茨城

6 18 5分35秒 西住　萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ 城山アスリートクラブ 石川

7 1 5分36秒 二色　悠楽 ﾆｼｷ ﾕｳﾗ 旭川AC 北海道

8 3 5分37秒 立花　姫星々 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷﾗﾗ 陸上塾 岩手

9 26 5分37秒 鹿谷　凛 ｼｶﾀﾆ ﾘﾝ 桂徳クラブ 京都

10 48 5分40秒 伊藤　雛乃 ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 吹田ジュニア陸上クラブ 大阪

11 30 5分41秒 服部　真衣 ﾊｯﾄﾘ ﾏｲ 紀の国アスリートクラブ 和歌山

12 5 5分42秒 佐藤　胡春 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 秋田市ジュニア陸上競技クラブ 秋田

13 22 5分44秒 山田　菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 豊橋陸上クラブ 愛知

14 33 5分45秒 高柿　陽菜 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ 井村ランニングクラブ 岡山

15 6 5分45秒 石垣　鈴海 ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ 寒河江西村山ETジュニア 山形

16 50 5分45秒 永畑　森花 ｴﾊﾞﾀ ﾓﾘｶ 茨木アスリート倶楽部 大阪

17 44 5分46秒 本田　真唯 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾕ 滝尾陸上クラブ 大分

18 10 5分46秒 小沼　柚巴 ｺﾇﾏ ﾕｽﾞﾊ おおたスポーツアカデミー 群馬

19 7 5分47秒 井澤　裕佳 ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ 善郷陸上クラブ 福島

20 21 5分47秒 田中　海優 ﾀﾅｶ ｳﾙ FUJI Runners Club 静岡

21 13 5分49秒 秋葉　乃菜 ｱｷﾊﾞ ﾉﾅ 清新JAC 東京

22 29 5分49秒 越水　なつみ ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 三碓陸上クラブ 奈良

23 24 5分49秒 西村　楓花 ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ 川越陸上少年団 三重

24 32 5分50秒 名原　かのん ﾅﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ 邑智J.T.S 島根

25 16 5分50秒 児玉　華歩 ｺﾀﾞﾏ ｶﾎ 十日町アスレチッククラブ 新潟

26 49 5分51秒 松田　麻希 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻｷ 豊中スキップスポーツ少年団 大阪

27 31 5分56秒 下田　愛音 ｼﾓﾀﾞ ｱｲﾈ KY鳥取 鳥取

28 17 5分58秒 大井　七菜子 ｵｵｲ ﾅﾅｺ 婦中ジュニアA.C. 富山

29 34 5分58秒 小畠　芽 ｺﾊﾞﾀ ﾒｲ 東広島TFC 広島

30 47 5分58秒 小橋川　晃和 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄

31 27 6分00秒 田上　美月 ﾀﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ 交野スポルトランナーズクラブ 大阪

32 11 6分00秒 青木　歩乃瑠 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 加須ジュニア陸上クラブ 埼玉

33 42 6分03秒 比嘉　結菜 ﾋｶﾞ ﾕｳﾅ 大村陸上クラブ 長崎

34 15 6分04秒 小林　己恭 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 大国陸上クラブ 山梨

35 14 6分05秒 伊藤　心那 ｲﾄｳ ｺｺﾅ 横須賀陸上リトルスクール 神奈川

36 46 6分05秒 鍋石　瑠七 ﾅﾍﾞｲｼ ﾙﾅ 阿久根陸上スポーツ少年団 鹿児島

37 4 6分06秒 荒井　沙織 ｱﾗｲ ｻｵﾘ 仙台陸上倶楽部 宮城

38 2 6分07秒 小林　日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ むつ陸上クラブ 青森

39 39 6分12秒 足達　いまり ｱﾀﾞﾁ ｲﾏﾘ 夜須JSC 高知

40 43 6分14秒 稲田　雛香 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾅｶ 熊本アスリートワーク 熊本

41 25 6分15秒 水野　佑香 ﾐｽﾞﾉ ﾕｶ 守山陸上教室 滋賀

42 40 6分19秒 和田　葵衣 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 志免町陸友会 福岡

43 41 6分23秒 田端　柚月 ﾀﾊﾞﾀ ﾕﾂﾞｷ 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀

44 19 6分24秒 深町　美翔 ﾌｶﾏﾁ ﾐｶ 敦賀ジュニア陸上クラブ 福井

45 38 6分34秒 大野　日向 ｵｵﾉ ﾋﾅﾀ 宇和島T&F 愛媛

46 36 7分40秒 山本　さくら ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 阿南RC 徳島

47 35 7分47秒 中野　愛菜 ﾅｶﾉ ﾏﾅ 山口FSLスポーツ少年団 山口

“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

友好タイムトライアル（女子の部）


