
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 44 5分27秒 高山あおい ﾀｶﾔﾏｱｵｲ 北浜JRC 兵庫

4 66 5分29秒 田中美豊 ﾀﾅｶ ﾐﾋﾛ KJR陸上クラブ 東京

5 127 5分32秒 西坂　穂乃佳 ﾆｼｻｶ ﾎﾉｶ 豊中スキップ 大阪

5 16 5分32秒 中西　知穂 ﾅｶﾆｼ ﾁﾎ 大宮陸上教室 京都

7 136 5分33秒 中島　栞菜 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 新沢AC 奈良

8 110 5分34秒 新谷　遥 ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ 朱四クラブ 京都

8 58 5分34秒 上原　愛恋 ｳｴﾊﾗ ｴﾚﾝ くすのきＲ 京都

10 59 5分35秒 小林　杏美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ くすのきＲ 京都

11 113 5分37秒 清水　未理 ｼﾐｽﾞ ﾐﾘ 吹田ジュニア 大阪

12 45 5分39秒 井澤胡奏良 ｲｻﾞﾜｺｿﾗ 北浜JRC 兵庫

12 8 5分39秒 妹尾　千里 ｾﾉｵ ﾁｻﾄ HRJ 大阪

12 48 5分39秒 橋浦唯乃 ﾊｼｳﾗﾕｲﾉ 北浜JRC 兵庫

12 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

16 46 5分40秒 長谷川詩真 ﾊｾｶﾞﾜｼﾏ 北浜JRC 兵庫

17 91 5分41秒 谷　菜々花 ﾀﾆ ﾅﾅｶ JRCみはら 大阪

18 54 5分43秒 久保　瑚都 ｸﾎﾞ ｺﾄ 紀の国ＡＣ 和歌山

19 109 5分44秒 小杉　奈緒 ｺｽｷﾞ ﾅｵ 朱四クラブ 京都

20 150 5分45秒 瀧野　未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ ひらかたＫＳＣ 大阪

21 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

21 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

23 90 5分48秒 谷　萌々花 ﾀﾆ ﾓﾓｶ JRCみはら 大阪

23 71 5分48秒 片岡　和笑菜 ｶﾀｵｶ ﾜｶﾅ コスモAC 大阪

25 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

25 68 5分49秒 大北　佳怜 ｵｵｷﾀ ｶﾚﾝ コスモAC 大阪

27 130 5分50秒 山岡　美桜 ﾔﾏｵｶ ﾐｵｳ 豊中スキップ 大阪

28 42 5分51秒 久米　梨心 ｸﾒ ﾘｺ 北島ジュニア 徳島

28 107 5分51秒 三宅　紗葵 ﾐﾔｹ ｻｷ 修学院クラブ 京都

30 70 5分52秒 片岡　向日葵 ｶﾀｵｶ ﾋﾏﾘ コスモAC 大阪

30 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

32 134 5分53秒 佐々木　乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ なにわJAC 大阪

32 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

34 14 5分54秒 中田　果歩 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎ A.C.TOYAMA Jr. 富山

34 174 5分54秒 西園　渚 ﾆｼｿﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 陸王クラブ 大阪

34 176 5分54秒 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 陸王クラブ 大阪

34 52 5分54秒 谷本　理恵 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｴ 紀の国ＡＣ 和歌山

34 80 5分54秒 西山　愛来 ﾆｼﾔﾏ ｱｲﾗ 桜井谷東 大阪

39 158 5分55秒 貝本 梨瑛 ｶｲﾓﾄﾘｴ 三碓陸上クラブ 奈良

39 106 5分55秒 青木　小春 ｱｵｷ ﾁﾊﾙ 修学院クラブ 京都

39 11 5分55秒 高井　涼帆 ﾀｶｲ ｽｽﾞﾎ HRJ 大阪

42 125 5分56秒 津山　結衣 ﾂﾔﾏ ﾕｲ TEAM伊万里 佐賀

43 55 5分57秒 内藤　美紀 ﾅｲﾄｳ ﾐｷ くすのきＲ 京都

44 137 5分58秒 岸田　兎姫 ｷｼﾀﾞ ﾂｷ 新沢AC 奈良

44 29 5分58秒 荒居　千尋 ｱﾗｲ ﾁﾋﾛ 桂東ランナーズ 京都

46 69 6分00秒 下田　愛結 ｼﾓﾀﾞ ｱﾕ コスモAC 大阪

46 169 6分00秒 佐藤　萌菜 ｻﾄｳ ﾓﾅ 耳原ＡＣ 大阪

46 2 6分00秒 千鳥　佐和 ﾁﾄﾞﾘ ｻﾜ HRJ 大阪

49 33 6分01秒 佐納　葵 ｻﾉｳ ｱｵｲ 岸部第二小学校 大阪

49 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

一般参加タイムトライアルレース（女子総合）
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49 18 6分01秒 德田　美薫 ﾄｸﾀﾞ ﾐｸ 大宮陸上教室 京都

49 115 6分01秒 藤井　愛子 ﾌｼﾞｲ ｱｲｺ 吹田ジュニア 大阪

53 114 6分02秒 辻　芽依 ﾂｼﾞ ﾒｲ 吹田ジュニア 大阪

53 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

53 111 6分02秒 田口　汐織 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾘ 吹田ジュニア 大阪

53 15 6分02秒 亀井　咲里 ｶﾒｲ ｻﾘ 大宮陸上教室 京都

57 118 6分03秒 木村　悠 ｷﾑﾗ ﾊﾙ 吹田ジュニア 大阪

57 43 6分03秒 泉　彩花 ｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 北島ジュニア 徳島

59 13 6分04秒 桜井　優来 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾗ A.C.TOYAMA Jr. 富山

59 154 6分04秒 小林日和 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾖﾘ 布勢TC 鳥取

61 62 6分05秒 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ くすのきＲ 京都

61 56 6分05秒 竹内　ほまれ ﾀｹｳﾁ ﾎﾏﾚ くすのきＲ 京都

63 166 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

63 7 6分06秒 品川　璃乃 ｼﾅｶﾞﾜ ﾘﾉ HRJ 大阪

65 153 6分07秒 谷口陽向 ﾀﾆｸﾞﾁﾋﾅﾀ 布勢TC 鳥取

66 73 6分09秒 柳田　樹花 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺﾉｶ コスモAC 大阪

67 87 6分10秒 井内　彩夢 ｲｳﾁ ｱﾔﾒ JRCみはら 大阪

67 139 6分10秒 岡本　愛紗 ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 新沢AC 奈良

67 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

67 112 6分10秒 松田　杏菜 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ 吹田ジュニア 大阪

71 165 6分11秒 今西 紗楽　 ｲﾏﾆｼｻﾗ 三碓陸上クラブ 奈良

71 10 6分11秒 二宮　羽衣 ﾆﾉﾐﾔ ｳｲ HRJ 大阪

73 74 6分12秒 西田　夢果 ﾆｼﾀﾞ ﾕﾒｶ コスモAC 大阪

73 163 6分12秒 山上寧々　 ﾔﾏｶﾞﾐﾈﾈ 三碓陸上クラブ 奈良

73 119 6分12秒 川上　琴瑚 ｶﾜｶﾐ ｺﾄｺ 吹田ジュニア 大阪

73 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

77 177 6分13秒 明神　沙弥 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻﾔ 陸王クラブ 大阪

77 167 6分13秒 久保田優希 ｸﾎﾞﾀﾕｷ 三碓陸上クラブ 奈良

77 100 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

80 9 6分14秒 井本　真緒 ｲﾓﾄ ﾏｵ HRJ 大阪

80 131 6分14秒 中道　ゆず ﾅｶﾐﾁ ﾕｽﾞ 豊中スキップ 大阪

82 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

82 135 6分15秒 藤本　一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ なにわJAC 大阪

84 37 6分16秒 松尾　秋那 ﾏﾂｵ ｱｷﾅ 岸部第二小学校 大阪

84 105 6分16秒 新田　焔 ﾆｯﾀ ﾎﾑﾗ 修学院クラブ 京都

84 178 6分16秒 日高　温菜 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙﾅ 陸王クラブ 大阪

87 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

87 164 6分17秒 中井優理　 ﾅｶｲﾕﾘ 三碓陸上クラブ 奈良

87 116 6分17秒 中村　安那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾅ 吹田ジュニア 大阪

90 81 6分18秒 角谷　紗奈 ｶﾄﾞﾔ ｻﾅ 桜井谷東 大阪

90 157 6分18秒 冨林和花 ﾄﾐﾊﾞﾔｼﾜｶ 布勢TC 鳥取

90 168 6分18秒 角田　麗衣　 ﾂﾉﾀﾞﾚｲ 三碓陸上クラブ 奈良

93 57 6分19秒 竜田　蒼 ﾀﾂﾀ ｱｵｲ くすのきＲ 京都

93 151 6分19秒 澤田　実美 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾐ ひらかたＫＳＣ 大阪

95 26 6分20秒 前田　結衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 桂東ランナーズ 京都

95 86 6分20秒 伊藤　凜奈 ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ 桜井谷東 大阪

95 92 6分20秒 柿塚　羽奈 ｶｷﾂｶ ﾊﾅ JRCみはら 大阪

95 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

95 88 6分20秒 岩本　茉奈美 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ JRCみはら 大阪

100 101 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
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100 60 6分21秒 堀口　祐奈 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕﾅ くすのきＲ 京都

102 121 6分22秒 徳山　輝楽里 ﾄｸﾔﾏ ｷﾗﾘ 吹田ジュニア 大阪

102 120 6分22秒 木村　美翔 ｷﾑﾗ ﾐｻﾈ 吹田ジュニア 大阪

104 141 6分23秒 伊東　佳穂 ｲﾄｳ ｶﾎ 万博AC 大阪

105 129 6分24秒 古賀　春可 ｺｶﾞ ﾊﾙｶ 豊中スキップ 大阪

105 132 6分24秒 高木　さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ なにわJAC 大阪

107 34 6分25秒 石川　葵 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 岸部第二小学校 大阪

108 1 6分26秒 重冨　結乃 ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳﾉ HRJ 大阪

108 102 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

110 30 6分27秒 森田　羽南 ﾓﾘﾀ ﾊﾅ 桂東ランナーズ 京都

110 156 6分27秒 福田萌木 ﾌｸﾀﾓｴｷﾞ 布勢TC 鳥取

112 89 6分28秒 川崎　星佳 ｶﾜｻｷ ｾｲｶ JRCみはら 大阪

112 123 6分28秒 吉岡　明優希 ﾖｼｵｶ ｱﾕｷ 吹田ジュニア 大阪

114 173 6分29秒 荒井　晴香 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 陸王クラブ 大阪

114 19 6分29秒 山本　麗菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 交野KSRC 大阪

114 108 6分29秒 金本　萌壱 ｶﾈﾓﾄ ﾒｲ 朱四クラブ 京都

117 140 6分30秒 森本　小雪 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 新沢AC 奈良

117 180 6分30秒 原　里菜子 ﾊﾗ ﾘﾅｺ 陸王クラブ 大阪

119 133 6分31秒 角野　心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ なにわJAC 大阪

120 25 6分33秒 田中　凛 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 交野KSRC 大阪

120 5 6分33秒 佐田　実優 ｻﾀﾞ ﾐﾕｳ HRJ 大阪

120 152 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

123 84 6分34秒 仲田　悠乃 ﾅｶﾀ ﾊﾙﾉ 桜井谷東 大阪

124 4 6分37秒 森 　麗愛 ﾓﾘ ﾚｲﾗ HRJ 大阪

124 172 6分37秒 蛭川　咲 ﾋﾙｶﾜ ｻｷ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

126 170 6分38秒 永田　真葉 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾊ 耳原ＡＣ 大阪

127 138 6分39秒 植田　翔音 ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 新沢AC 奈良

127 6 6分39秒 清弘　麻瑠 ｷﾖﾋﾛ ﾏﾙ HRJ 大阪

129 82 6分41秒 石田　春香 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 桜井谷東 大阪

130 126 6分42秒 藤戸　結愛 ﾌｼﾞﾄ ﾕﾏ 豊中スキップ 大阪

130 142 6分42秒 岩本　紗依 ｲﾜﾓﾄ ｻｴ 万博AC 大阪

130 31 6分42秒 中村　凜 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 桂東ランナーズ 京都

130 72 6分42秒 恒岡　里咲 ﾂﾈｵｶ ﾘｻ コスモAC 大阪

134 122 6分44秒 前田　実愛 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾘ 吹田ジュニア 大阪

134 39 6分44秒 岸畑　愛 ｷｼﾊﾀ ｱｲ 岸部第二小学校 大阪

136 103 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

137 24 6分49秒 小畑　野乃花 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾉｶ 交野KSRC 大阪

138 162 6分51秒 三木 愛加 ﾐｷｱｲｶ 三碓陸上クラブ 奈良

139 20 6分52秒 川勝　音々 ｶﾜｶﾂ ﾈﾈ 交野KSRC 大阪

140 171 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

141 61 6分54秒 田中　萌衣 ﾀﾅｶ ﾒｲ くすのきＲ 京都

142 85 6分55秒 藤井　亜美 ﾌｼﾞｲ ｱﾐ 桜井谷東 大阪

142 128 6分55秒 若原　幸音 ﾜｶﾊﾗ ﾕｷﾈ 豊中スキップ 大阪

144 21 6分57秒 應本　千尋 ｵｳﾓﾄ ﾁﾋﾛ 交野KSRC 大阪

144 117 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

144 104 6分57秒 近藤　有姫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 修学院クラブ 京都

147 75 6分59秒 澤元　夏実 ｻﾜﾓﾄ ﾅﾂﾐ コスモAC 大阪

148 93 7分05秒 阪口　結香 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲｶ JRCみはら 大阪

148 41 7分05秒 播磨　友奈 ﾊﾘﾏ ﾕｳﾅ 岸部第二小学校 大阪

150 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
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151 63 7分12秒 松本　史絵奈 ﾏﾂﾓﾄ ｼｴﾅ くすのきＲ 京都

151 83 7分12秒 西出　結 ﾆｼﾃﾞ ﾕｲ 桜井谷東 大阪

153 79 7分13秒 西上　麗菜 ﾆｼｶﾞﾐ ﾚﾅ 堺ＲＣ 大阪

154 124 7分14秒 喜田　望由奈 ｷﾀﾞ ﾐﾕﾅ 吹田ジュニア 大阪

155 35 7分16秒 西野　海羽 ﾆｼﾉ ﾐﾊﾈ 岸部第二小学校 大阪

156 147 7分26秒 山取　陽和 ﾔﾏﾄﾘ ﾋﾖﾘ 万博AC 大阪

157 175 7分27秒 沖　えみり ｵｷ ｴﾐﾘ 陸王クラブ 大阪

157 23 7分27秒 堀井　芽依 ﾎﾘｲ ﾒｲ 交野KSRC 大阪

159 78 7分32秒 浦野　美羽 ｳﾗﾉﾐｳ 堺ＲＣ 大阪

159 160 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

161 179 7分38秒 吉見　綾乃 ﾖｼﾐ ｱﾔﾉ 陸王クラブ 大阪


