
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

1 159 5分10秒 藤井　希羅斗 ﾌｼﾞｲ ｷﾗﾄ 朱四クラブ 京都

2 64 5分11秒 加藤璃久 ｶﾄｳﾘｸ 北浜JRC 兵庫

3 79 5分13秒 松井　晴紀 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ くすのきＲ 京都

4 19 5分18秒 氷見　陸太朗 ﾋﾐ ﾘｸﾀﾛｳ A.C.TOYAMA Jr. 富山

5 69 5分24秒 辻本　幸星 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 紀の国ＡＣ 和歌山

6 129 5分25秒 松浦　佑大 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

7 219 5分28秒 加藤 颯汰 ｶﾄｳｿｳﾀ 三碓陸上クラブ 奈良

8 164 5分34秒 廣部　真大 ﾋﾛﾍﾞ ﾏｺﾄ 吹田ジュニア 大阪

9 24 5分35秒 美濃　快空 ﾐﾉｳ ｺｱ A.C.TOYAMA Jr. 富山

10 224 5分37秒 米田 有佑　 ﾖﾈﾀﾞﾕｳｽｹ 三碓陸上クラブ 奈良

11 49 5分39秒 杉浦　亜琉 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾙ 岸部第二小学校 大阪

12 154 5分40秒 久保田　遥貴 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ 朱四クラブ 京都

13 9 5分40秒 小川　大毅 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ HRJ 大阪

14 214 5分42秒 大坪新歩 ｵｵﾂﾎﾞｼﾝﾎ 布勢TC 鳥取

15 144 5分44秒 河端　大知 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 修学院クラブ 京都

16 124 5分45秒 森浦　壱 ﾓﾘｳﾗ ｲﾁ JRCみはら 大阪

17 239 5分46秒 佐々木清真 ｻｻｷｾｲﾏ 横浜AC 神奈川

18 169 5分47秒 中西　拓海 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 吹田ジュニア 大阪

19 244 5分48秒 西本　健人 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 陸王クラブ 大阪

20 254 5分49秒 森山　翔太 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀ 陸王クラブ 大阪

21 99 5分49秒 浅井　陽翔 ｱｻｲ ﾊﾙﾄ コスモAC 大阪

22 234 5分49秒 津江　敦 ﾂｴ ｱﾂｼ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

23 109 5分52秒 前田　裕紀 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 桜井谷東 大阪

24 29 5分53秒 川口　鉄生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 交野KSRC 大阪

25 139 5分54秒 寺垣　琉 ﾃﾗｶﾞｷ ﾘｭｳ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

26 134 5分56秒 林　悠真 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

27 119 5分56秒 佐伯　拓真 ｻｴｷ ﾀｸﾐ JRCみはら 大阪

28 249 5分56秒 浪江　勇希 ﾅﾐｴ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

29 84 5分58秒 村澤　秀磨 ﾑﾗｻﾜ ｼｭｳﾏ くすのきＲ 京都

30 104 6分01秒 鈴木　凰介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

31 209 6分03秒 垣内　詠太 ｶｷｳﾁ ｴｲﾀ ひらかたＫＳＣ 大阪

32 39 6分06秒 福田　大樹 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ 交野KSRC 大阪

33 174 6分06秒 立花　壮 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿｳ 吹田ジュニア 大阪

34 189 6分06秒 向井　陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ なにわJAC 大阪

35 14 6分08秒 甲斐　拓実 ｶｲ ﾀｸﾐ HRJ 大阪

36 114 6分11秒 市川　貴啓 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 桜井谷東 大阪

37 184 6分12秒 有田　壱成 ｱﾘﾀ ｲｯｾｲ 豊中スキップ 大阪

38 229 6分14秒 中林　魁人 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 耳原ＡＣ 大阪

39 149 6分14秒 西村　樹 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂ 修学院クラブ 京都

40 34 6分15秒 秋元　翼 ｱｷﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 交野KSRC 大阪

41 194 6分15秒 志野　幸太郎 ｼﾉ ｺｳﾀﾛｳ 新沢AC 奈良

42 54 6分15秒 畠中　雄大 ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 岸部第二小学校 大阪

43 89 6分16秒 桒原　直弥 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ くすのきＲ 京都

44 204 6分16秒 舩曳　大翔 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾊﾙﾄ 万博AC 大阪

45 59 6分27秒 一本木　誠 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｺﾄ 北島ジュニア 徳島

46 179 6分55秒 嘉納　太星 ｶﾉｳ ﾀｲｾｲ 吹田ジュニア 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4組）


