
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 66 5分29秒 田中美豊 ﾀﾅｶ ﾐﾋﾛ KJR陸上クラブ 東京

2 110 5分34秒 新谷　遥 ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ 朱四クラブ 京都

3 58 5分34秒 上原　愛恋 ｳｴﾊﾗ ｴﾚﾝ くすのきＲ 京都

4 46 5分40秒 長谷川詩真 ﾊｾｶﾞﾜｼﾏ 北浜JRC 兵庫

5 54 5分43秒 久保　瑚都 ｸﾎﾞ ｺﾄ 紀の国ＡＣ 和歌山

6 150 5分45秒 瀧野　未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ ひらかたＫＳＣ 大阪

7 90 5分48秒 谷　萌々花 ﾀﾆ ﾓﾓｶ JRCみはら 大阪

8 130 5分50秒 山岡　美桜 ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ 豊中スキップ 大阪

9 42 5分51秒 久米　梨心 ｸﾒ ﾘｺ 北島ジュニア 徳島

10 70 5分52秒 片岡　向日葵 ｶﾀｵｶ ﾋﾏﾘ コスモAC 大阪

11 134 5分53秒 佐々木　乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ なにわJAC 大阪

12 14 5分54秒 中田　果歩 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎ A.C.TOYAMA Jr. 富山

13 174 5分54秒 西園　渚 ﾆｼｿﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 陸王クラブ 大阪

14 158 5分55秒 貝本 梨瑛 ｶｲﾓﾄﾘｴ 三碓陸上クラブ 奈良

15 106 5分55秒 青木　小春 ｱｵｷ ﾁﾊﾙ 修学院クラブ 京都

16 2 6分00秒 千鳥　佐和 ﾁﾄﾞﾘ ｻﾜ HRJ 大阪

17 94 6分01秒 東恩納　萌々 ﾄｵﾉ ﾓﾓ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

18 18 6分01秒 德田　美薫 ﾄｸﾀﾞ ﾐｸ 大宮陸上教室 京都

19 114 6分02秒 辻　芽依 ﾂｼﾞ ﾒｲ 吹田ジュニア 大阪

20 98 6分02秒 安藤　雛音 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾈ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

21 118 6分03秒 木村　悠 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 吹田ジュニア 大阪

22 154 6分04秒 小林日和 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾖﾘ 布勢TC 鳥取

23 62 6分05秒 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ くすのきＲ 京都

24 166 6分06秒 太田垣菜々 ｵｵﾀｶﾞｷﾅﾅ 三碓陸上クラブ 奈良

25 10 6分11秒 二宮　羽衣 ﾆﾉﾐﾔ ｳｲ HRJ 大阪

26 74 6分12秒 西田　夢果 ﾆｼﾀﾞ ﾕﾒｶ コスモAC 大阪

27 38 6分15秒 前田　志織 ﾏｴﾀﾞ ｼｵﾘ 岸部第二小学校 大阪

28 178 6分16秒 日高　温菜 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙﾅ 陸王クラブ 大阪

29 26 6分20秒 前田　結衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 桂東ランナーズ 京都

30 86 6分20秒 伊藤　凜奈 ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ 桜井谷東 大阪

31 34 6分25秒 石川　葵 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 岸部第二小学校 大阪

32 102 6分26秒 東恩納　優芽 ﾄｵﾉ ﾕﾒ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

33 30 6分27秒 森田　羽南 ﾓﾘﾀ ﾊﾅ 桂東ランナーズ 京都

34 170 6分38秒 永田　真葉 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾊ 耳原ＡＣ 大阪

35 138 6分39秒 植田　翔音 ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 新沢AC 奈良

36 6 6分39秒 清弘　麻瑠 ｷﾖﾋﾛ ﾏﾙ HRJ 大阪

37 82 6分41秒 石田　春香 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 桜井谷東 大阪

38 126 6分42秒 藤戸　結愛 ﾌｼﾞﾄ ﾕﾏ 豊中スキップ 大阪

39 142 6分42秒 岩本　紗依 ｲﾜﾓﾄ ｻｴ 万博AC 大阪

40 122 6分44秒 前田　実愛 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾘ 吹田ジュニア 大阪

41 162 6分51秒 三木 愛加 ﾐｷｱｲｶ 三碓陸上クラブ 奈良

42 78 7分32秒 浦野　美羽 ｳﾗﾉﾐｳ 堺ＲＣ 大阪

“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2組）


