
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 9 5分07秒 布施　陽基 ﾌｾ ﾊﾙｷ 芳賀真岡陸上クラブ 栃木

2 33 5分09秒 中野　裕心 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ 井村ランニングクラブ 岡山

3 12 5分11秒 正藤　貫太 ﾏｻﾄｳ ｶﾝﾀ チーム柏 千葉

4 23 5分12秒 大野　拓真 ｵｵﾉ ﾀｸﾏ 清流ランニングクラブ 岐阜

5 22 5分13秒 浦野　成流 ｳﾗﾉ ﾅｲﾙ 豊橋陸上クラブ 愛知

6 26 5分15秒 仮屋﨑　湧 ｶﾘﾔｻﾞｷ ﾕｳ 桂徳クラブ 京都

7 3 5分16秒 前山　海音 ﾏｴﾔﾏ ｶｲﾄ 陸上塾 岩手

8 16 5分17秒 佐藤　めだる ｻﾄｳ ﾒﾀﾞﾙ 十日町アスレチッククラブ 新潟

9 34 5分17秒 宮田　孝輝 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 東広島TFC 広島

10 24 5分19秒 松田　紘宣 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 川越陸上少年団 三重

11 11 5分20秒 大屋　渉悟 ｵｵﾔ ｼｮｳｺﾞ 加須ジュニア陸上クラブ 埼玉

12 29 5分20秒 吉田　惟人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

13 28 5分21秒 藤原　直己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 北浜ジュニアランニングクラブ 兵庫

14 45 5分23秒 楢畑　陽大 ﾅﾗﾊﾀ ﾊﾙﾄ 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団宮崎

15 7 5分23秒 松本　樹伊 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ 善郷陸上クラブ 福島

16 6 5分24秒 宗前　澄 ｿｳｾﾞﾝ ｷﾖﾄ 寒河江西村山ETジュニア 山形

17 21 5分25秒 高田　雅也 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ FUJI Runners Club 静岡

18 44 5分26秒 林　暉大 ﾊﾔｼ ｷﾗﾄ 滝尾陸上クラブ 大分

19 31 5分27秒 東田　大輝 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ KY鳥取 鳥取

20 1 5分27秒 金津　慶斗 ｶﾅﾂ ｹｲﾄ 旭川AC 北海道

21 41 5分27秒 大坪　聖 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄﾙ 佐賀歌垣アスリートクラブ 佐賀

22 13 5分28秒 井上　湧有 ｲﾉｳｴ ﾕｳ 清新JAC 東京

23 14 5分29秒 千葉　和寿 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ 横須賀陸上リトルスクール 神奈川

24 42 5分30秒 藤﨑　陽陸 ﾌｼﾞｻｷ ﾊﾙﾉﾌﾞ 大村陸上クラブ 長崎

25 15 5分30秒 内堀　勇 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳ 大国陸上クラブ 山梨

26 32 5分31秒 塚田　楓也 ﾂｶﾀﾞ ﾌｳﾔ 邑智J.T.S 島根

27 18 5分31秒 新野　琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ 城山アスリートクラブ 石川

28 48 5分32秒 吉田　都安 ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ 吹田ジュニア陸上クラブ 大阪

29 47 5分33秒 戸谷　颯太 ﾄﾔ ｿｳﾀ 沖縄アンテロープ陸上クラブ 沖縄

30 27 5分33秒 繁冨　大貴 ｼｹﾞﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 交野スポルトランナーズクラブ 大阪

31 50 5分34秒 片桐　佳万智 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾏﾁ 茨木アスリート倶楽部 大阪

32 20 5分36秒 飯島　千太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 川中島ジュニアランニングクラブ 長野

33 5 5分36秒 高田　将弘 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 秋田市ジュニア陸上競技クラブ 秋田

34 36 5分36秒 出葉　滉一朗 ﾃﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 阿南RC 徳島

35 8 5分37秒 坂本　武蔵 ｻｶﾓﾄ ﾑｻｼ みらいクラブ 茨城

36 10 5分38秒 藤井　瑛斗 ﾌｼﾞｲ ｴｲﾄ おおたスポーツアカデミー 群馬

37 4 5分38秒 加藤　檜 ｶﾄｳ ﾋﾉｷ 仙台陸上倶楽部 宮城

38 2 5分41秒 石切　蓮 ｲｼｷﾘ ﾚﾝ むつ陸上クラブ 青森

39 38 5分44秒 有馬　桜叶 ｱﾘﾏ ｻｸﾄ 宇和島T&F 愛媛

40 35 5分48秒 平田　明咲日 ﾋﾗﾀ ｱｻﾋ 山口FSLスポーツ少年団 山口

41 17 5分49秒 松本　大飛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾄ 婦中ジュニアA.C. 富山

42 43 5分50秒 江藤　慶神 ｴﾄｳ ｹｲｼﾝ 熊本アスリートワーク 熊本

43 49 5分50秒 斎藤　颯 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 豊中スキップスポーツ少年団 大阪

44 25 5分57秒 藤川　拓己 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾐ 守山陸上教室 滋賀

45 40 5分57秒 野津　大気 ﾉﾂ ﾀﾞｲｷ 志免町陸友会 福岡

46 46 6分27秒 牧内　天秀 ﾏｷｳﾁ ﾃﾝｼｭｳ 阿久根陸上スポーツ少年団 鹿児島

47 39 6分31秒 清遠　一弘 ｷﾖﾄｵ ｶｽﾞﾋﾛ 夜須JSC 高知

48 19 6分36秒 古田　陽 ﾌﾙﾀ ﾊﾙ 敦賀ジュニア陸上クラブ 福井

49 37 6分41秒 柳瀬　宏志郎 ﾔﾅｷﾞｾ ｺｳｼﾛｳ 香川レーシングチームジュニア 香川

友好タイムトライアル（男子の部）

“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


