
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 62 5分03秒 河野晋太朗 ｺｳﾉｼﾝﾀﾛｳ 北浜JRC 兵庫

2 132 5分17秒 仲井眞　悦郎 ﾅｶｲﾏ ｴﾂﾛｳ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

3 127 5分22秒 武市　颯太 ﾀｹｲﾁ ｿｳﾀ JRCみはら 大阪

4 182 5分23秒 浅見　正弥 ｱｻﾐ ｾｲﾔ Ｔランナーズ 滋賀

5 42 5分23秒 大山　裕太 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 桂東ランナーズ 京都

6 122 5分29秒 上平　大智 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾀﾞｲﾁ JRCみはら 大阪

7 37 5分33秒 川勝　直生 ｶﾜｶﾂ ﾈｵ 交野KSRC 大阪

8 22 5分35秒 森本　真琴 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ A.C.TOYAMA Jr. 富山

9 147 5分36秒 常塚　侑 ﾂﾈﾂﾞｶ ﾀｽｸ 修学院クラブ 京都

10 207 5分36秒 中村　夏輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

11 67 5分37秒 下津　遥功 ｼﾓﾂ ﾖｳｺｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

12 12 5分38秒 平瀬　侑真 ﾋﾗｾ ﾕｳﾏ HRJ 大阪

13 47 5分40秒 宮原　琉維 ﾐﾔﾊﾗ ﾙｲ 桂東ランナーズ 京都

14 242 5分40秒 ｼｿﾝ　翔温 ｼｿﾝ ｼｮｰﾝ 陸王クラブ 大阪

15 167 5分41秒 中本　純平 ﾅｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吹田ジュニア 大阪

16 2 5分42秒 滝本　空海 ﾀｷﾓﾄ ｿﾗﾐ HRJ 大阪

17 7 5分45秒 清田　祥吾 ｷﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ HRJ 大阪

18 117 5分47秒 東　春陽 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ JRCみはら 大阪

19 57 5分47秒 辻村　智志 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 北島ジュニア 徳島

20 212 5分49秒 松本楓月 ﾏﾂﾓﾄﾌｳｷ 布勢TC 鳥取

21 137 5分53秒 中園　知輝 ﾅｶｿﾞﾉ ﾄﾓｱｷ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

22 202 5分56秒 髙松　守人ﾑｾﾝﾋﾞ ﾀｶﾏﾂ ﾓﾘﾄﾑｾﾝﾋﾞ 万博AC 大阪

23 17 5分56秒 木幡　真大 ｺﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ HRJ 大阪

24 107 5分57秒 木下　斎滉 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

25 72 5分57秒 宮田　尊 ﾐﾔﾀ ﾀｹﾙ 紀の国ＡＣ 和歌山

26 32 5分59秒 佐藤　太樹 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 交野KSRC 大阪

27 192 6分01秒 梶谷　都倭 ｶｼﾞﾀﾆ ﾄﾜ 新沢AC 奈良

28 102 6分02秒 山本　渉世 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｾｲ コスモAC 大阪

29 217 6分03秒 谷口晃希 ﾀﾆｸﾞﾁｺｳｷ 布勢TC 鳥取

30 172 6分07秒 若生　優澄 ﾜｶｲｷ ﾕｳﾄ 吹田ジュニア 大阪

31 177 6分13秒 佐々木　悠多 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 吹田ジュニア 大阪

32 87 6分15秒 田中　陽貴 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ くすのきＲ 京都

33 227 6分16秒 三國　純輝　 ﾐｸﾆｱﾂｷ 三碓陸上クラブ 奈良

34 222 6分23秒 岡村 維佐　 ｵｶﾑﾗｲｻ 三碓陸上クラブ 奈良

35 237 6分26秒 磯田　勇紀 ｲｿﾀﾞ ﾕｳｷ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

36 162 6分28秒 和田　明久 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋｻ 朱四クラブ 京都

37 252 6分32秒 三宅　漣音 ﾐﾔｹ ﾚｵﾝ 陸王クラブ 大阪

38 197 6分36秒 上野　陽人 ｳｴﾉ ﾔﾝﾄ 万博AC 大阪

39 232 6分37秒 永井　明 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ 耳原ＡＣ 大阪

40 82 6分38秒 橋本　活樹 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｷ くすのきＲ 京都

41 157 6分38秒 中井　道満 ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 朱四クラブ 京都

42 52 6分38秒 羽田野　涼祐 ﾊﾀﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ 岸部第二小学校 大阪

43 112 6分43秒 大塚　睦人 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 桜井谷東 大阪

44 142 6分43秒 赤松　侑亮 ｱｶﾏﾂ ﾕｳｽｹ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

45 97 6分59秒 八十　柚樹 ﾔｿ ﾕｽﾞｷ コスモAC 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2組）


