
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 ： 2017年（平成29年）12月10日（日）　　開催場所：万博記念公園内特設コース

審 判 長　：　北田　耕之

記録主任 ：　日尾  泰也

順位 No. 記録 氏名 フリガナ 所属 都道府県 備考

1 113 5分37秒 清水　未理 ｼﾐｽﾞ ﾐﾘ 吹田ジュニア 大阪

2 45 5分39秒 井澤胡奏良 ｲｻﾞﾜｺｿﾗ 北浜JRC 兵庫

3 109 5分44秒 小杉　奈緒 ｺｽｷﾞ ﾅｵ 朱四クラブ 京都

4 65 5分49秒 川越花実 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾅﾐ KJR陸上クラブ 東京

5 125 5分56秒 津山　結衣 ﾂﾔﾏ ﾕｲ TEAM伊万里 佐賀

6 137 5分58秒 岸田　兎姫 ｷｼﾀﾞ ﾂｷ 新沢AC 奈良

7 29 5分58秒 荒居　千尋 ｱﾗｲ ﾁﾋﾛ 桂東ランナーズ 京都

8 69 6分00秒 下田　愛結 ｼﾓﾀﾞ ｱﾕ コスモAC 大阪

9 169 6分00秒 佐藤　萌菜 ｻﾄｳ ﾓﾅ 耳原ＡＣ 大阪

10 33 6分01秒 佐納　葵 ｻﾉｳ ｱｵｲ 岸部第二小学校 大阪

11 13 6分04秒 桜井　優来 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾗ A.C.TOYAMA Jr. 富山

12 153 6分07秒 谷口陽向 ﾀﾆｸﾞﾁﾋﾅﾀ 布勢TC 鳥取

13 73 6分09秒 柳田　樹花 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺﾉｶ コスモAC 大阪

14 165 6分11秒 今西 紗楽　 ｲﾏﾆｼｻﾗ 三碓陸上クラブ 奈良

15 177 6分13秒 明神　沙弥 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻﾔ 陸王クラブ 大阪

16 9 6分14秒 井本　真緒 ｲﾓﾄ ﾏｵ HRJ 大阪

17 37 6分16秒 松尾　秋那 ﾏﾂｵ ｱｷﾅ 岸部第二小学校 大阪

18 105 6分16秒 新田　焔 ﾆｯﾀ ﾎﾑﾗ 修学院クラブ 京都

19 97 6分17秒 上農　千夏 ｶﾐﾉ ﾁﾅﾂ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

20 81 6分18秒 角谷　紗奈 ｶﾄﾞﾔ ｻﾅ 桜井谷東 大阪

21 157 6分18秒 冨林和花 ﾄﾐﾊﾞﾔｼﾜｶ 布勢TC 鳥取

22 57 6分19秒 竜田　蒼 ﾀﾂﾀ ｱｵｲ くすのきＲ 京都

23 101 6分21秒 前田　未也子 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔｺ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

24 121 6分22秒 徳山　輝楽里 ﾄｸﾔﾏ ｷﾗﾘ 吹田ジュニア 大阪

25 141 6分23秒 伊東　佳穂 ｲﾄｳ ｶﾎ 万博AC 大阪

26 129 6分24秒 古賀　春可 ｺｶﾞ ﾊﾙｶ 豊中スキップ 大阪

27 1 6分26秒 重冨　結乃 ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳﾉ HRJ 大阪

28 89 6分28秒 川崎　星佳 ｶﾜｻｷ ｾｲｶ JRCみはら 大阪

29 173 6分29秒 荒井　晴香 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 陸王クラブ 大阪

30 133 6分31秒 角野　心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ なにわJAC 大阪

31 25 6分33秒 田中　凛 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 交野KSRC 大阪

32 5 6分33秒 佐田　実優 ｻﾀﾞ ﾐﾕｳ HRJ 大阪

33 61 6分54秒 田中　萌衣 ﾀﾅｶ ﾒｲ くすのきＲ 京都

34 85 6分55秒 藤井　亜美 ﾌｼﾞｲ ｱﾐ 桜井谷東 大阪

35 21 6分57秒 應本　千尋 ｵｳﾓﾄ ﾁﾋﾛ 交野KSRC 大阪

36 117 6分57秒 田口　菜の花 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾉﾊﾅ 吹田ジュニア 大阪

37 93 7分05秒 阪口　結香 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲｶ JRCみはら 大阪

38 41 7分05秒 播磨　友奈 ﾊﾘﾏ ﾕｳﾅ 岸部第二小学校 大阪

39 17 7分11秒 武部　里衣歩 ﾀｹﾍﾞ ﾘｲﾌ 大宮陸上教室 京都

“日清食品カップ”第20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（女子1組）


