
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 44 5分27秒 高山あおい ﾀｶﾔﾏｱｵｲ 北浜JRC 兵庫

2 16 5分32秒 中西　知穂 ﾅｶﾆｼ ﾁﾎ 大宮陸上教室 京都

3 136 5分33秒 中島　栞菜 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 新沢AC 奈良

4 8 5分39秒 妹尾　千里 ｾﾉｵ ﾁｻﾄ HRJ 大阪

5 48 5分39秒 橋浦唯乃 ﾊｼｳﾗﾕｲﾉ 北浜JRC 兵庫

6 32 5分39秒 森本　星玲奈 ﾓﾘﾓﾄ ｾﾚﾅ 岸部第二小学校 大阪

7 28 5分47秒 藤原　菜乃羽 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾉﾊ 桂東ランナーズ 京都

8 68 5分49秒 大北　佳怜 ｵｵｷﾀ ｶﾚﾝ コスモAC 大阪

9 176 5分54秒 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 陸王クラブ 大阪

10 52 5分54秒 谷本　理恵 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｴ 紀の国ＡＣ 和歌山

11 80 5分54秒 西山　愛来 ﾆｼﾔﾏ ｱｲﾗ 桜井谷東 大阪

12 56 6分05秒 竹内　ほまれ ﾀｹｳﾁ ﾎﾏﾚ くすのきＲ 京都

13 96 6分10秒 三﨑　はるな ﾐｻｷ ﾊﾙﾅ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

14 112 6分10秒 松田　杏菜 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 吹田ジュニア 大阪

15 36 6分12秒 梶谷　清良 ｶｼﾞﾀﾆ ｷﾖﾗ 岸部第二小学校 大阪

16 100 6分13秒 中島　愛海 ﾅｶｼﾏ ｱﾐ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

17 164 6分17秒 中井優理　 ﾅｶｲﾕﾘ 三碓陸上クラブ 奈良

18 116 6分17秒 中村　安那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾅ 吹田ジュニア 大阪

19 168 6分18秒 角田　麗衣　 ﾂﾉﾀﾞﾚｲ 三碓陸上クラブ 奈良

20 92 6分20秒 柿塚　羽奈 ｶｷﾂｶ ﾊﾅ JRCみはら 大阪

21 40 6分20秒 山口　千智 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｻﾄ 岸部第二小学校 大阪

22 88 6分20秒 岩本　茉奈美 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ JRCみはら 大阪

23 60 6分21秒 堀口　祐奈 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕﾅ くすのきＲ 京都

24 120 6分22秒 木村　美翔 ｷﾑﾗ ﾐｻﾈ 吹田ジュニア 大阪

25 132 6分24秒 高木　さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ なにわJAC 大阪

26 156 6分27秒 福田萌木 ﾌｸﾀﾓｴｷﾞ 布勢TC 鳥取

27 108 6分29秒 金本　萌壱 ｶﾈﾓﾄ ﾒｲ 朱四クラブ 京都

28 140 6分30秒 森本　小雪 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 新沢AC 奈良

29 180 6分30秒 原　里菜子 ﾊﾗ ﾘﾅｺ 陸王クラブ 大阪

30 152 6分33秒 小川　ことみ ｵｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 奈良

31 84 6分34秒 仲田　悠乃 ﾅｶﾀ ﾊﾙﾉ 桜井谷東 大阪

32 4 6分37秒 森 　麗愛 ﾓﾘ ﾚｲﾗ HRJ 大阪

33 172 6分37秒 蛭川　咲 ﾋﾙｶﾜ ｻｷ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

34 72 6分42秒 恒岡　里咲 ﾂﾈｵｶ ﾘｻ コスモAC 大阪

35 24 6分49秒 小畑　野乃花 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾉｶ 交野KSRC 大阪

36 20 6分52秒 川勝　音々 ｶﾜｶﾂ ﾈﾈ 交野KSRC 大阪

37 128 6分55秒 若原　幸音 ﾜｶﾊﾗ ﾕｷﾈ 豊中スキップ 大阪

38 104 6分57秒 近藤　有姫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 修学院クラブ 京都

39 124 7分14秒 喜田　望由奈 ｷﾀﾞ ﾐﾕﾅ 吹田ジュニア 大阪

40 160 7分32秒 長谷川  瞳 ﾊｾｶﾞﾜﾋﾄﾐ 三碓陸上クラブ 奈良

“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4組）


