
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

1 148 5分03秒 友守　涼太 ﾄﾓﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 修学院クラブ 京都

2 238 5分12秒 海陸　友春 ｶｲﾘｸ ﾕｳﾊ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

3 63 5分12秒 藤原槙士 ﾌｼﾞﾜﾗﾏｷﾄ 北浜JRC 兵庫

4 128 5分19秒 関　栖々弥 ｾｷ ｽｽﾞﾔ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

5 78 5分20秒 白井　漣 ｼﾗｲ ﾚﾝ くすのきＲ 京都

6 43 5分25秒 橋本　諒生 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 桂東ランナーズ 京都

7 143 5分30秒 河田　隼利 ｶﾜﾀ ﾊﾔﾄ 修学院クラブ 京都

8 28 5分33秒 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 交野KSRC 大阪

9 248 5分34秒 島田　悠生 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

10 103 5分35秒 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

11 153 5分35秒 安部　爽仁朗 ｱﾍﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ 朱四クラブ 京都

12 18 5分38秒 浅井　敦 ｱｻｲ ｱﾂｼ A.C.TOYAMA Jr. 富山

13 3 5分39秒 矢木　遥太 ﾔｷﾞ ﾊﾙﾀ HRJ 大阪

14 8 5分40秒 小畑　陽介 ｵﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ HRJ 大阪

15 233 5分42秒 山本　航士郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

16 168 5分46秒 青木　秀仁 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾋﾄ 吹田ジュニア 大阪

17 33 5分48秒 渡辺　仙哩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝﾘ 交野KSRC 大阪

18 98 5分49秒 東元　遼介 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ コスモAC 大阪

19 48 5分50秒 冝喜　結人 ｷﾞｷ ﾕｲﾄ 桂東ランナーズ 京都

20 23 5分51秒 日影　優庵 ﾋｶｹﾞ ﾕｱﾝ A.C.TOYAMA Jr. 富山

21 53 5分52秒 小田原　優太 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 岸部第二小学校 大阪

22 108 5分53秒 柳　周作 ﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｻｸ 桜井谷東 大阪

23 193 5分53秒 西田　光希 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 新沢AC 奈良

24 228 5分55秒 吉田　健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三碓陸上クラブ 奈良

25 73 5分56秒 辻之内　龍心 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾘｭｳｼﾝ 紀の国ＡＣ 和歌山

26 223 5分58秒 酒井 龍斗　 ｻｶｲﾘｭｳﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

27 138 5分58秒 吉本　龍誠 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

28 218 6分03秒 原田辿地 ﾊﾗﾀﾞﾃﾝﾁ 布勢TC 鳥取

29 13 6分03秒 坪野　力樹 ﾂﾎﾞﾉ ﾘｷ HRJ 大阪

30 173 6分05秒 本城　光琉 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋｶﾙ 吹田ジュニア 大阪

31 158 6分06秒 中村　羚誠 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 朱四クラブ 京都

32 188 6分11秒 大中　一樹 ｵｵﾅｶ ｲﾂｷ ドリームス 大阪

33 213 6分14秒 茗荷駿多 ﾐｮｳｶﾞｼｭﾝﾀ 布勢TC 鳥取

34 113 6分15秒 中村　康太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 桜井谷東 大阪

35 178 6分15秒 中村　洸仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 吹田ジュニア 大阪

36 88 6分17秒 宮崎　洸弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾔ くすのきＲ 京都

37 83 6分17秒 足立　雄紳 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｼﾝ くすのきＲ 京都

38 198 6分25秒 吉本　陽雲 ﾖｼﾓﾄ ﾔｸﾓ 万博AC 大阪

39 208 6分26秒 菅原　祐平 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾍｲ ひらかたＫＳＣ 大阪

40 253 6分32秒 西久保　元輝 ﾆｼｸﾎﾞ ｹﾞﾝｷ 陸王クラブ 大阪

41 163 6分47秒 藤住　爽志 ﾌｼﾞｽﾐ  ｿｳｼ 朱四クラブ 京都

42 93 6分51秒 佐々木　陸人 ｻｻｷ ﾘｸﾄ コスモAC 大阪

43 38 6分54秒 山岡　稜幸 ﾔﾏｵｶ ﾀｶﾕｷ 交野KSRC 大阪

44 133 6分55秒 富山　凜太朗 ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

45 118 7分25秒 祐實　優太 ｽｹｻﾞﾈ ﾕｳﾀ JRCみはら 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3組）


