
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

1 120 5分13秒 浜田　明日翔 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ JRCみはら 大阪

2 80 5分22秒 石川　峻伍 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ くすのきＲ 京都

3 95 5分22秒 野間　黎矢 ﾉﾏ ﾚｲﾔ コスモAC 大阪

4 45 5分23秒 児玉　羅文 ｺﾀﾞﾏ ﾗﾓﾝ 桂東ランナーズ 京都

5 65 5分24秒 高木大 ﾀｶｷﾞﾀﾞｲ 北浜JRC 兵庫

6 60 5分25秒 田中与仁 ﾀﾅｶﾖﾋﾄ 北浜JRC 兵庫

7 165 5分31秒 吉川　徳一 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｶｽﾞ 吹田ジュニア 大阪

8 145 5分33秒 桑原　恒成 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 修学院クラブ 京都

9 160 5分34秒 振原　克仁 ﾌﾘﾊﾗ ｶﾂﾋﾄ 朱四クラブ 京都

10 105 5分38秒 矢澤　秀成 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

11 25 5分40秒 井上　雅隆 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ A.C.TOYAMA Jr. 富山

12 250 5分41秒 田中　道夫 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 陸王クラブ 大阪

13 215 5分44秒 大谷悠真 ｵｵﾀﾆﾕｳﾏ 布勢TC 鳥取

14 5 5分45秒 増子　凌太 ﾏｽｺ ﾘｮｳﾀ HRJ 大阪

15 10 5分50秒 大平　航大 ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ HRJ 大阪

16 130 5分51秒 エゼアマカ　平和 ｴｾﾞｱﾏｶ ﾍｲﾜ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

17 135 5分54秒 綾城　志音 ｱﾔｼﾛ ｼｵﾝ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

18 50 5分56秒 新田　伊織 ﾆｯﾀ ｲｵﾘ 岸部第二小学校 大阪

19 185 5分57秒 森田　鼓太郎 ﾓﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 豊中スキップ 大阪

20 195 5分59秒 福本　航士 ﾌｸﾓﾄ ｺｳｼ 新沢AC 奈良

21 170 5分59秒 角　勇斗 ｽﾐ ﾕｳﾄ 吹田ジュニア 大阪

22 15 6分01秒 田邊　剛規 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳｷ HRJ 大阪

23 20 6分01秒 山崎　真直 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｽｸﾞ A.C.TOYAMA Jr. 富山

24 125 6分02秒 伊庭　拓海 ｲﾊﾞ ﾀｸﾐ JRCみはら 大阪

25 150 6分02秒 藤谷　俊太朗 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 修学院クラブ 京都

26 140 6分03秒 中瀬　太一 ﾅｶｾ ﾀｲﾁ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 大阪

27 220 6分05秒 高橋 龍平　 ﾀｶﾊｼﾀｯﾍﾟｲ 三碓陸上クラブ 奈良

28 200 6分06秒 魚谷　晴大 ｳｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ 万博AC 大阪

29 110 6分09秒 清水　陸功 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 桜井谷東 大阪

30 90 6分10秒 天野　由生 ｱﾏﾉ ﾕｳ くすのきＲ 京都

31 70 6分11秒 上信　珠優 ｳｴﾉﾌﾞ ｼｭｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

32 230 6分14秒 原田　一平 ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 耳原ＡＣ 大阪

33 155 6分14秒 小林　悠平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 朱四クラブ 京都

34 210 6分19秒 和田　海莉 ﾜﾀﾞ ｶｲﾘ ひらかたＫＳＣ 大阪

35 35 6分25秒 山神　陸斗 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｸﾄ 交野KSRC 大阪

36 235 6分30秒 吉田　堅信 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

37 55 6分33秒 堀田　勇仁 ﾎｯﾀ ﾕｳﾄ 岸部第二小学校 大阪

38 175 6分33秒 佐原　陸 ｻﾊﾗ ﾘｸ 吹田ジュニア 大阪

39 30 6分40秒 西川　航世 ﾆｼｶﾜ ｺｳｾ 交野KSRC 大阪

40 85 6分41秒 坂堂　瑠生 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾙｲ くすのきＲ 京都

41 240 6分43秒 岡本　茂靖 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾔｽ 陸王クラブ 大阪

42 40 6分44秒 久保　謙志郎 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾛｳ 交野KSRC 大阪

43 100 6分44秒 沢田　大河 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 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5組）


