
「全国小学生クロスカントリーリレー研修大会」大阪代表　選考対象チーム

№
No.
ｶｰﾄﾞ チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 万博ＡＣ-Ａ 上本　歩未 富山　大智 宮川　涼子 西元　大悟 重光　愛子 濱本　竜多 中島　杏奈 川﨑　健太郎

2 102 万博ＡＣ-Ｂ 前田　桃亜 井上　隼士 野口　彩花 葉田　康暉 村上　風羽 吉岡　翼 馬頭　みなみ 山上　海斗

3 3 豊中スキップ-Ａ 土井　理沙 加藤　航己 武内　美咲 井沢　怜空 田中　歌甫 竹谷　悠人 中野　永茉 中村　優杜

4 103 豊中スキップ-Ｂ 米澤　美希 宮崎　礼司 戸田　夏姫 山田　雄大 田中　蕗望 土屋　希樹 髙橋　和奏 高井　康稀

5 203 豊中スキップ-Ｃ 藤井　美緒 武田　十夢 髙田　菜奈 横井　秀吉 牟田　彩乃 大谷　晃一 砥山　紗綾 福田　晟輔

6 303 豊中スキップ-Ｄ 入佐　日菜 山根　有貴 清田　絢羽 和泉　裕一郎 岡田　奈積 北原　輝之 高永　汐梨 城田　海希

7 403 豊中スキップ-Ｅ 平山　幸蓉 山根　猛 奥田　雪乃 入佐　空斗 井上　日菜野 森下　航 白神　愛音 高桑　将太

8 5 島本ジュニア-Ａ 池尾　風奏 福井　康樹 石丸　寧々 藤井　孝太 屋田　海音 籔下　由騎 大西　弥由 落合　啓蔵

9 105 島本ジュニア-Ｂ 小山　くるみ 森井　啓一朗 柏　凪音 南藤　朗浩 田畑　千春 宮岸　晴哉 國本　彩夏 福間　晴彦

10 6 茨木ＡＣ-Ａ 松永　麻生 片山　拓大 金澤　京花 井上　翔大 今田　友衣梨 兵頭　拓真 阿座上　穂美 藤村　雅紀

11 106 茨木ＡＣ-Ｂ 山口　あんず 長木　涼馬 大川　星奈 片桐　誉 中司　怜実 薮内　颯汰 横川　絢 伊藤　聡希

12 7 羽曳野ＲＣ-Ａ 栗原　史歩 角島　勇斗 河本　優希 増田　和馬 赤堀　綾香 金子　維吹 奥野　華加 川村　浩輔

13 8 吹田ジュニア-Ａ 石田　真渚 佐々木　隆行 中山　愛那 前田　陽向 矢野　愛純 寺澤　大地 國本　美柚 椎畑　仁瑛

14 108 吹田ジュニア-Ｂ 山口　真波 高野　慎也 原田　朋佳 東原　豪輝 小池　杏理 田村　将己 笹俣　怜那 中川　大渡

15 208 吹田ジュニア-Ｃ 大林　由依 岩崎　歩睦 関野　来瞳 山口　耕平 平野　華 笹村　勇貴 水谷　瑠里 本田　光生

16 9 陸王クラブ-Ａ 古澤　陽花 室谷　瞭太朗 稲留　菜都 荒川　諒一郎 中川　愛望 大馬　翼 畑中　彩 中川　拓己

17 109 陸王クラブ-Ｂ 本田　舞衣 橋本　大誠 山本　眞衣 樋渡　朝日 中川　千聖 兵頭　快維 佐野　妃奈子 小野沢　塁

18 10 ＪＲＣみはら-Ａ 下山　美晴 坂本　桃李 宮川　沙夜 一戸　祥人 阪本　華 山本　悠太 池田　陽美 森　飛人

19 12 交野Ｋ.Ｓ.Ｒ.Ｃ.-Ａ 鷹觜　みさき 中野　陸 雲川　桜 後　雄貴 田中　笑奈 南　翔瑠 木村　咲希 横道　葵

20 15 アスリートネット-Ａ 芝野　日菜 西畑　拓郎 倉持　千爽 井上　悠夢 薮内　捺希 熊谷　一輝 山岸　朱里 鶴丸　胡太郎

21 16 ＨＲＪ-Ａ 佐渡友結衣 馬立　裕大 志野　真凜 長谷川　晴也 大塚　衣珠 田畑　慧太 山下　美羽 谷口　航太

22 17 Ｄ＆Ｄアスリートクラブ-Ａ 久本　晴果 松本　楓悟 田中　玲衣 下出　悠人 山根　さくら 金森　市晃 上田　紬加 鈴木　空冬

オープン参加

№
No.
ｶｰﾄﾞ チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8

1 803 豊中スキップ-OP-Ａ 中山　泰喜 川崎　翔真 石丸　大地 春田　健吾 神谷　健太朗 狩野　凌太 遠矢　耀樹

2 903 豊中スキップ-OP-Ｂ 小笠原　思歩 木皿　壮寿 佐藤　匡宏 金山　颯真 安達　大瑛 高瀬　光希 政田　浩太 石丸　航洋

3 804 泉大津ＳＲＣ-OP-Ａ 福本　爽加 宮阪　歩果 岩本　真歩 三ツ石　彩夏 森田　実優 松野　天宝 外村　美空

4 805 島本ジュニア-OP-Ａ 高橋　茉柚 尾崎　竜毅 森本　華菜 鎌田　幸貴 三反　ほのか 中村　豪太

5 905 島本ジュニア-OP-Ｂ 大西　悠由 紀平　拓郎 角田　理奈 酒井　日菜美 及川　萌 有働　拓海

6 806 茨木ＡＣ-OP-Ａ 松井　健斗 山形　真太郎 小杉　莉生 中務　陽太 中道　勇翔 広峰　音弥

7 906 茨木ＡＣ-OP-Ｂ 小田　幸奈 桑水流　颯大 白石　羽蘭 澤田　将 笠谷　麻菜 相模　泰成

8 808 吹田ジュニア-OP-Ａ 柿田　史穂 山西　准平 中村　美幸 春名　弘汰 高木　健佑 上田　侃 藤島　孝輔 星野　秀介

9 810 ＪＲＣみはら-OP-Ａ 仲谷　瑠隼 谷　祐斗 大西　達也 神本　梢太 朝倉　颯人 尾崎　裕大 阪田　泉

10 811 コスモＡＣ-OP-Ａ 小山　葵 井上　綾希 上田　沙弥 井上　太致 栗山　有佳 辻本　健介 尾原　悠春 川辺　晋次郎

11 812 交野Ｋ.Ｓ.Ｒ.Ｃ.-OP-Ａ 山神　智也 日高　啓汰 東野　和哉 矢野　尊 嶋田　裕斗 山方　秀真 初岡　結太 東野　智哉

12 815 アスリートネット-OP-Ａ 大平　真生 高瀬　一晟 甲斐　このみ 二宮　宏樹 小森　ゆうあ 松原　伊吹 目野　友貴 木嶋　大晴

13 816 ＨＲＪ-OP-Ａ 西田　陽登 矢木　雄斗 小澤　蓮 松井　翔哉 滝本　恵果 山本　泰己 木村　優

14 817 リズムアート-OP-Ａ 河村　萌叶 川西　寿樹 高橋　聖 谷口　聡 弥勒　芽依　 土居　潤平 平松　朱夏 黒石　和大

15 917 リズムアート-OP-Ｂ 穴井　菜弥 増井　諒 江戸　玲来 吉川　偉己 浦島　鈴 佐々木　良徳 澤井　悠那 山田　一穂
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