
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 61 5分05秒 大西惟吹 ｵｵﾆｼｲﾌﾞｷ 北浜JRC 兵庫

2 11 5分10秒 小田上　瑛太 ｵﾀﾞｶﾞﾐ ｴｲﾀ HRJ 大阪

3 6 5分12秒 造座　大輝 ｿﾞｳｻﾞ ﾀｲｷ HRJ 大阪

4 161 5分13秒 松本　一真 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 朱四クラブ 京都

5 91 5分16秒 得平歩武 ﾄｸﾋ ﾗｱﾕﾑ KJR陸上クラブ 東京

6 126 5分18秒 佃　海碧 ﾂｸﾀﾞ ｶｲｾｲ JRCみはら 大阪

7 211 5分19秒 松岡　陸大 ﾏﾂｵｶ ﾘｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞｷｯｽﾞ 奈良

8 116 5分19秒 野崎　太地 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ サンビレＲＣ 岩手

9 151 5分20秒 水谷　真生 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾅｷ 修学院クラブ 京都

10 41 5分20秒 西村　慶信 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ 桂東ランナーズ 京都

11 156 5分33秒 髙山　明真 ﾀｶﾔﾏ ｱｽﾏ 朱四クラブ 京都

12 131 5分33秒 黒田　琥央佑 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｽｹ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

13 36 5分37秒 中野　夏希 ﾅｶﾉ ﾅﾂｷ 交野KSRC 大阪

14 136 5分39秒 根来　啓太 ﾈｺﾞﾛ ｹｲﾀ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

15 146 5分39秒 佐藤　雅仁 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 修学院クラブ 京都

16 46 5分40秒 野々村　海斗 ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 桂東ランナーズ 京都

17 51 5分41秒 内田　優斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 岸部第二小学校 大阪

18 221 5分42秒 冨田 雅晴　 ﾄﾐﾀﾏｻﾊﾙ 三碓陸上クラブ 奈良

19 206 5分42秒 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ ひらかたＫＳＣ 大阪

20 176 5分43秒 高橋　大悟 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｺﾞ 吹田ジュニア 大阪

21 166 5分43秒 田川　遥大 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 吹田ジュニア 大阪

22 71 5分45秒 宮田　翔 ﾐﾔﾀ ｶｹﾙ 紀の国ＡＣ 和歌山

23 226 5分48秒 山森　魁人　 ﾔﾏﾓﾘｶｲﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

24 216 5分50秒 小山惟斗 ｺﾔﾏﾕｲﾄ 布勢TC 鳥取

25 241 5分50秒 ｼｿﾝ　頼行 ｼｿﾝ ﾗｲｱﾝ 陸王クラブ 大阪

26 101 5分51秒 井上　力希 ｲﾉｳｴ ﾘｷ コスモAC 大阪

27 1 5分51秒 小澤　盤 ｵｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾙ HRJ 大阪

28 121 5分52秒 鈴木　陽太 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ JRCみはら 大阪

29 236 5分55秒 渡邉　章央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｻ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

30 106 5分55秒 小松　暖 ｺﾏﾂ ﾀﾞﾝ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

31 191 5分57秒 若林　恵大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 新沢AC 奈良

32 201 5分57秒 小林　隼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 万博AC 大阪

33 171 6分02秒 今井　良亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 吹田ジュニア 大阪

34 251 6分02秒 田中　誠志郎 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾛｳ 陸王クラブ 大阪

35 16 6分09秒 二宮　央太 ﾆﾉﾐﾔ ｵｳﾀ HRJ 大阪

36 186 6分10秒 藤尾　壱大 ﾌｼﾞｵ ｲｯﾀ 豊中スキップ 大阪

37 246 6分12秒 本多　力 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 陸王クラブ 大阪

38 196 6分15秒 伊藤　優汰 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 万博AC 大阪

39 231 6分35秒 竹田　成志 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

40 181 6分44秒 井上　諒人 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 吹田ジュニア 大阪

41 86 6分46秒 松本　彬良 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ くすのきＲ 京都

42 111 6分47秒 科野　貴哉 ｼﾅﾉ ﾀｶﾔ 桜井谷東 大阪

43 141 6分57秒 上農　忠久 ｶﾐﾉ ﾀﾀﾞﾋｻ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

44 31 7分12秒 三浦　空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 交野KSRC 大阪

45 56 7分33秒 上田　蓮人 ｳｴﾀﾞ ﾚﾝﾄ 岸部第二小学校 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（男子1組）


