
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 67 5分17秒 花坂　陽葵 ﾊﾅｻｶ ﾋﾏﾘ 五條陸協 奈良

2 47 5分19秒 山下真央 ﾔﾏｼﾀﾏｵ 北浜JRC 兵庫

3 127 5分32秒 西坂　穂乃佳 ﾆｼｻｶ ﾎﾉｶ 豊中スキップ 大阪

4 59 5分35秒 小林　杏美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ くすのきＲ 京都

5 91 5分41秒 谷　菜々花 ﾀﾆ ﾅﾅｶ JRCみはら 大阪

6 27 5分47秒 増田　優嬉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 桂東ランナーズ 京都

7 71 5分48秒 片岡　和笑菜 ｶﾀｵｶ ﾜｶﾅ コスモAC 大阪

8 107 5分51秒 三宅　紗葵 ﾐﾔｹ ｻｷ 修学院クラブ 京都

9 95 5分52秒 北川　真悠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

10 99 5分53秒 黒木　優依 ｸﾛｷ ﾕｲ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

11 11 5分55秒 高井　涼帆 ﾀｶｲ ｽｽﾞﾎ HRJ 大阪

12 55 5分57秒 内藤　美紀 ﾅｲﾄｳ ﾐｷ くすのきＲ 京都

13 115 6分01秒 藤井　愛子 ﾌｼﾞｲ ｱｲｺ 吹田ジュニア 大阪

14 111 6分02秒 田口　汐織 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾘ 吹田ジュニア 大阪

15 15 6分02秒 亀井　咲里 ｶﾒｲ ｻﾘ 大宮陸上教室 京都

16 43 6分03秒 泉　彩花 ｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 北島ジュニア 徳島

17 7 6分06秒 品川　璃乃 ｼﾅｶﾞﾜ ﾘﾉ HRJ 大阪

18 87 6分10秒 井内　彩夢 ｲｳﾁ ｱﾔﾒ JRCみはら 大阪

19 139 6分10秒 岡本　愛紗 ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 新沢AC 奈良

20 163 6分12秒 山上寧々　 ﾔﾏｶﾞﾐﾈﾈ 三碓陸上クラブ 奈良

21 119 6分12秒 川上　琴瑚 ｶﾜｶﾐ ｺﾄｺ 吹田ジュニア 大阪

22 167 6分13秒 久保田優希 ｸﾎﾞﾀﾕｷ 三碓陸上クラブ 奈良

23 131 6分14秒 中道　ゆず ﾅｶﾐﾁ ﾕｽﾞ 豊中スキップ 大阪

24 135 6分15秒 藤本　一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ なにわJAC 大阪

25 151 6分19秒 澤田　実美 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾐ ひらかたＫＳＣ 大阪

26 123 6分28秒 吉岡　明優希 ﾖｼｵｶ ｱﾕｷ 吹田ジュニア 大阪

27 19 6分29秒 山本　麗菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 交野KSRC 大阪

28 31 6分42秒 中村　凜 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 桂東ランナーズ 京都

29 39 6分44秒 岸畑　愛 ｷｼﾊﾀ ｱｲ 岸部第二小学校 大阪

30 103 6分47秒 奥村　千賀 ｵｸﾑﾗ ﾁｶ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

31 171 6分53秒 原口　栞渚 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾘﾅ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

32 75 6分59秒 澤元　夏実 ｻﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ コスモAC 大阪

33 63 7分12秒 松本　史絵奈 ﾏﾂﾓﾄ ｼｴﾅ くすのきＲ 京都

34 83 7分12秒 西出　結 ﾆｼﾃﾞ ﾕｲ 桜井谷東 大阪

35 79 7分13秒 西上　麗菜 ﾆｼｶﾞﾐ ﾚﾅ 堺ＲＣ 大阪

36 35 7分16秒 西野　海羽 ﾆｼﾉ ﾐﾊﾈ 岸部第二小学校 大阪

37 147 7分26秒 山取　陽和 ﾔﾏﾄﾘ ﾋﾖﾘ 万博AC 大阪

38 175 7分27秒 沖　えみり ｵｷ ｴﾐﾘ 陸王クラブ 大阪

39 23 7分27秒 堀井　芽依 ﾎﾘｲ ﾒｲ 交野KSRC 大阪

40 179 7分38秒 吉見　綾乃 ﾖｼﾐ ｱﾔﾉ 陸王クラブ 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3組）


