
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

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

3 61 5分05秒 大西惟吹 ｵｵﾆｼｲﾌﾞｷ 北浜JRC 兵庫

4 11 5分10秒 小田上　瑛太 ｵﾀﾞｶﾞﾐ ｴｲﾀ HRJ 大阪

4 159 5分10秒 藤井　希羅斗 ﾌｼﾞｲ ｷﾗﾄ 朱四クラブ 京都

6 64 5分11秒 加藤璃久 ｶﾄｳﾘｸ 北浜JRC 兵庫

7 6 5分12秒 造座　大輝 ｿﾞｳｻﾞ ﾀｲｷ HRJ 大阪

7 238 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

7 63 5分12秒 藤原槙士 ﾌｼﾞﾜﾗﾏｷﾄ 北浜JRC 兵庫

10 161 5分13秒 松本　一真 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 朱四クラブ 京都

10 79 5分13秒 松井　晴紀 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ くすのきＲ 京都

10 120 5分13秒 浜田　明日翔 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ JRCみはら 大阪

13 91 5分16秒 得平歩武 ﾄｸﾋ ﾗｱﾕﾑ KJR陸上クラブ 東京

14 132 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

15 126 5分18秒 佃　海碧 ﾂｸﾀﾞ ｶｲｾｲ JRCみはら 大阪

15 19 5分18秒 氷見　陸太朗 ﾋﾐ ﾘｸﾀﾛｳ A.C.TOYAMA Jr. 富山

17 211 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

17 116 5分19秒 野崎　太地 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ サンビレＲＣ 岩手

17 128 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

20 151 5分20秒 水谷　真生 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾅｷ 修学院クラブ 京都

20 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

20 78 5分20秒 白井　漣 ｼﾗｲ ﾚﾝ くすのきＲ 京都

23 127 5分22秒 武市　颯太 ﾀｹｲﾁ ｿｳﾀ JRCみはら 大阪

23 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

23 95 5分22秒 野間　黎矢 ﾉﾏ ﾚｲﾔ コスモAC 大阪

26 182 5分23秒 浅見　正弥 ｱｻﾐ ｾｲﾔ Ｔランナーズ 滋賀

26 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

26 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

29 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

29 65 5分24秒 高木大 ﾀｶｷﾞﾀﾞｲ 北浜JRC 兵庫

31 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

31 129 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

31 60 5分25秒 田中与仁 ﾀﾅｶﾖﾋﾄ 北浜JRC 兵庫

34 219 5分28秒 加藤 颯汰 ｶﾄｳｿｳﾀ 三碓陸上クラブ 奈良

35 122 5分29秒 上平　大智 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾀﾞｲﾁ JRCみはら 大阪

36 143 5分30秒 河田　隼利 ｶﾜﾀ ﾊﾔﾄ 修学院クラブ 京都

37 165 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

38 156 5分33秒 髙山　明真 ﾀｶﾔﾏ ｱｽﾏ 朱四クラブ 京都

38 131 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

38 37 5分33秒 川勝　直生 ｶﾜｶﾂ ﾈｵ 交野KSRC 大阪

38 28 5分33秒 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 交野KSRC 大阪

38 145 5分33秒 桑原　恒成 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 修学院クラブ 京都

43 248 5分34秒 島田　悠生 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

43 164 5分34秒 廣部　真大 ﾋﾛﾍﾞ ﾏｺﾄ 吹田ジュニア 大阪

43 160 5分34秒 振原　克仁 ﾌﾘﾊﾗ ｶﾂﾋﾄ 朱四クラブ 京都

46 22 5分35秒 森本　真琴 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ A.C.TOYAMA Jr. 富山

46 103 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

46 153 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

46 24 5分35秒 美濃　快空 ﾐﾉｳ ｺｱ A.C.TOYAMA Jr. 富山

50 147 5分36秒 常塚　侑 ﾂﾈﾂﾞｶ ﾀｽｸ 修学院クラブ 京都

一般参加タイムトライアルレース（男子総合）
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50 207 5分36秒 中村　夏輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ ひらかたＫＳＣ 大阪

52 36 5分37秒 中野　夏希 ﾅｶﾉ ﾅﾂｷ 交野KSRC 大阪

52 67 5分37秒 下津　遥功 ｼﾓﾂ ﾖｳｺｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

52 224 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

55 12 5分38秒 平瀬　侑真 ﾋﾗｾ ﾕｳﾏ HRJ 大阪

55 18 5分38秒 浅井　敦 ｱｻｲ ｱﾂｼ A.C.TOYAMA Jr. 富山

55 105 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

58 136 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

58 146 5分39秒 佐藤　雅仁 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 修学院クラブ 京都

58 3 5分39秒 矢木　遥太 ﾔｷﾞ ﾊﾙﾀ HRJ 大阪

58 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

62 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

62 47 5分40秒 宮原　琉維 ﾐﾔﾊﾗ ﾙｲ 桂東ランナーズ 京都

62 242 5分40秒 ｼｿﾝ　翔温 ｼｿﾝ ｼｮｰﾝ 陸王クラブ 大阪

62 8 5分40秒 小畑　陽介 ｵﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ HRJ 大阪

62 154 5分40秒 久保田　遥貴 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ 朱四クラブ 京都

62 9 5分40秒 小川　大毅 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ HRJ 大阪

62 25 5分40秒 井上　雅隆 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ A.C.TOYAMA Jr. 富山

69 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

69 167 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

69 250 5分41秒 田中　道夫 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ 陸王クラブ 大阪

72 221 5分42秒 冨田 雅晴　 ﾄﾐﾀﾏｻﾊﾙ 三碓陸上クラブ 奈良

72 206 5分42秒 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ ひらかたＫＳＣ 大阪

72 2 5分42秒 滝本　空海 ﾀｷﾓﾄ ｿﾗﾐ HRJ 大阪

72 233 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

72 214 5分42秒 大坪新歩 ｵｵﾂﾎﾞｼﾝﾎ 布勢TC 鳥取

77 176 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

77 166 5分43秒 田川　遥大 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 吹田ジュニア 大阪

79 144 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

79 215 5分44秒 大谷悠真 ｵｵﾀﾆﾕｳﾏ 布勢TC 鳥取

81 71 5分45秒 宮田　翔 ﾐﾔﾀ ｶｹﾙ 紀の国ＡＣ 和歌山

81 7 5分45秒 清田　祥吾 ｷﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ HRJ 大阪

81 124 5分45秒 森浦　壱 ﾓﾘｳﾗ ｲﾁ JRCみはら 大阪

81 5 5分45秒 増子　凌太 ﾏｽｺ ﾘｮｳﾀ HRJ 大阪

85 168 5分46秒 青木　秀仁 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾋﾄ 吹田ジュニア 大阪

85 239 5分46秒 佐々木清真 ｻｻｷｾｲﾏ 横浜AC 神奈川

87 117 5分47秒 東　春陽 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ JRCみはら 大阪

87 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

87 169 5分47秒 中西　拓海 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ 吹田ジュニア 大阪

90 226 5分48秒 山森　魁人　 ﾔﾏﾓﾘｶｲﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

90 33 5分48秒 渡辺　仙哩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝﾘ 交野KSRC 大阪

90 244 5分48秒 西本　健人 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 陸王クラブ 大阪

93 212 5分49秒 松本楓月 ﾏﾂﾓﾄﾌｳｷ 布勢TC 鳥取

93 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

93 254 5分49秒 森山　翔太 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀ 陸王クラブ 大阪

93 99 5分49秒 浅井　陽翔 ｱｻｲ ﾊﾙﾄ コスモAC 大阪

93 234 5分49秒 津江　敦 ﾂｴ ｱﾂｼ 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

98 216 5分50秒 小山惟斗 ｺﾔﾏﾕｲﾄ 布勢TC 鳥取

98 241 5分50秒 ｼｿﾝ　頼行 ｼｿﾝ ﾗｲｱﾝ 陸王クラブ 大阪

98 48 5分50秒 冝喜　結人 ｷﾞｷ ﾕｲﾄ 桂東ランナーズ 京都
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98 10 5分50秒 大平　航大 ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ HRJ 大阪

102 101 5分51秒 井上　力希 ｲﾉｳｴ ﾘｷ コスモAC 大阪

102 1 5分51秒 小澤　盤 ｵｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾙ HRJ 大阪

102 23 5分51秒 日影　優庵 ﾋｶｹﾞ ﾕｱﾝ A.C.TOYAMA Jr. 富山

102 130 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

106 121 5分52秒 鈴木　陽太 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ JRCみはら 大阪

106 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

106 109 5分52秒 前田　裕紀 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 桜井谷東 大阪

109 137 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

109 108 5分53秒 柳　周作 ﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｻｸ 桜井谷東 大阪

109 193 5分53秒 西田　光希 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 新沢AC 奈良

109 29 5分53秒 川口　鉄生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 交野KSRC 大阪

113 139 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

113 135 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

115 236 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

115 106 5分55秒 小松　暖 ｺﾏﾂ ﾀﾞﾝ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

115 228 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

118 202 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

118 17 5分56秒 木幡　真大 ｺﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ HRJ 大阪

118 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

118 134 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

118 119 5分56秒 佐伯　拓真 ｻｴｷ ﾀｸﾐ JRCみはら 大阪

118 249 5分56秒 浪江　勇希 ﾅﾐｴ ﾕｳｷ 陸王クラブ 大阪

118 50 5分56秒 新田　伊織 ﾆｯﾀ ｲｵﾘ 岸部第二小学校 大阪

125 191 5分57秒 若林　恵大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 新沢AC 奈良

125 201 5分57秒 小林　隼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 万博AC 大阪

125 107 5分57秒 木下　斎滉 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

125 72 5分57秒 宮田　尊 ﾐﾔﾀ ﾀｹﾙ 紀の国ＡＣ 和歌山

125 185 5分57秒 森田　鼓太郎 ﾓﾘﾀ ｺﾀﾛｳ 豊中スキップ 大阪

130 223 5分58秒 酒井 龍斗　 ｻｶｲﾘｭｳﾄ 三碓陸上クラブ 奈良

130 138 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

130 84 5分58秒 村澤　秀磨 ﾑﾗｻﾜ ｼｭｳﾏ くすのきＲ 京都

133 32 5分59秒 佐藤　太樹 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 交野KSRC 大阪

133 195 5分59秒 福本　航士 ﾌｸﾓﾄ ｺｳｼ 新沢AC 奈良

133 170 5分59秒 角　勇斗 ｽﾐ ﾕｳﾄ 吹田ジュニア 大阪

136 192 6分01秒 梶谷　都倭 ｶｼﾞﾀﾆ ﾄﾜ 新沢AC 奈良

136 104 6分01秒 鈴木　凰介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野

136 15 6分01秒 田邊　剛規 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳｷ HRJ 大阪

136 20 6分01秒 山崎　真直 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｽｸﾞ A.C.TOYAMA Jr. 富山

140 171 6分02秒 今井　良亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 吹田ジュニア 大阪

140 251 6分02秒 田中　誠志郎 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾛｳ 陸王クラブ 大阪

140 102 6分02秒 山本　渉世 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｾｲ コスモAC 大阪

140 125 6分02秒 伊庭　拓海 ｲﾊﾞ ﾀｸﾐ JRCみはら 大阪

140 150 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

145 217 6分03秒 谷口晃希 ﾀﾆｸﾞﾁｺｳｷ 布勢TC 鳥取

145 218 6分03秒 原田辿地 ﾊﾗﾀﾞﾃﾝﾁ 布勢TC 鳥取

145 13 6分03秒 坪野　力樹 ﾂﾎﾞﾉ ﾘｷ HRJ 大阪

145 209 6分03秒 垣内　詠太 ｶｷｳﾁ ｴｲﾀ ひらかたＫＳＣ 大阪

145 140 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

150 173 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



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

一般参加タイムトライアルレース（男子総合）

“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

150 220 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

152 158 6分06秒 中村　羚誠 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 朱四クラブ 京都

152 39 6分06秒 福田　大樹 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ 交野KSRC 大阪

152 174 6分06秒 立花　壮 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿｳ 吹田ジュニア 大阪

152 189 6分06秒 向井　陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ なにわJAC 大阪

152 200 6分06秒 魚谷　晴大 ｳｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ 万博AC 大阪

157 172 6分07秒 若生　優澄 ﾜｶｲｷ ﾕｳﾄ 吹田ジュニア 大阪

158 14 6分08秒 甲斐　拓実 ｶｲ ﾀｸﾐ HRJ 大阪

159 16 6分09秒 二宮　央太 ﾆﾉﾐﾔ ｵｳﾀ HRJ 大阪

159 110 6分09秒 清水　陸功 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 桜井谷東 大阪

161 186 6分10秒 藤尾　壱大 ﾌｼﾞｵ ｲｯﾀ 豊中スキップ 大阪

161 90 6分10秒 天野　由生 ｱﾏﾉ ﾕｳ くすのきＲ 京都

163 188 6分11秒 大中　一樹 ｵｵﾅｶ ｲﾂｷ ドリームス 大阪

163 114 6分11秒 市川　貴啓 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 桜井谷東 大阪

163 70 6分11秒 上信　珠優 ｳｴﾉﾌﾞ ｼｭｳ 紀の国ＡＣ 和歌山

166 246 6分12秒 本多　力 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ 陸王クラブ 大阪

166 184 6分12秒 有田　壱成 ｱﾘﾀ ｲｯｾｲ 豊中スキップ 大阪

168 177 6分13秒 佐々木　悠多 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 吹田ジュニア 大阪

169 213 6分14秒 茗荷駿多 ﾐｮｳｶﾞｼｭﾝﾀ 布勢TC 鳥取

169 229 6分14秒 中林　魁人 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 耳原ＡＣ 大阪

169 149 6分14秒 西村　樹 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂ 修学院クラブ 京都

169 230 6分14秒 原田　一平 ﾊﾗﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 耳原ＡＣ 大阪

169 155 6分14秒 小林　悠平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 朱四クラブ 京都

174 196 6分15秒 伊藤　優汰 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 万博AC 大阪

174 87 6分15秒 田中　陽貴 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ くすのきＲ 京都

174 113 6分15秒 中村　康太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 桜井谷東 大阪

174 178 6分15秒 中村　洸仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 吹田ジュニア 大阪

174 34 6分15秒 秋元　翼 ｱｷﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 交野KSRC 大阪

174 194 6分15秒 志野　幸太郎 ｼﾉ ｺｳﾀﾛｳ 新沢AC 奈良

174 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

181 227 6分16秒 三國　純輝　 ﾐｸﾆｱﾂｷ 三碓陸上クラブ 奈良

181 89 6分16秒 桒原　直弥 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ くすのきＲ 京都

181 204 6分16秒 舩曳　大翔 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾊﾙﾄ 万博AC 大阪

184 88 6分17秒 宮崎　洸弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾔ くすのきＲ 京都

184 83 6分17秒 足立　雄紳 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｼﾝ くすのきＲ 京都

186 210 6分19秒 和田　海莉 ﾜﾀﾞ ｶｲﾘ ひらかたＫＳＣ 大阪

187 222 6分23秒 岡村 維佐　 ｵｶﾑﾗｲｻ 三碓陸上クラブ 奈良

188 198 6分25秒 吉本　陽雲 ﾖｼﾓﾄ ﾔｸﾓ 万博AC 大阪

188 35 6分25秒 山神　陸斗 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｸﾄ 交野KSRC 大阪

190 237 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

190 208 6分26秒 菅原　祐平 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾍｲ ひらかたＫＳＣ 大阪

192 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

193 162 6分28秒 和田　明久 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋｻ 朱四クラブ 京都

194 235 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

195 252 6分32秒 三宅　漣音 ﾐﾔｹ ﾚｵﾝ 陸王クラブ 大阪

195 253 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

197 55 6分33秒 堀田　勇仁 ﾎｯﾀ ﾕｳﾄ 岸部第二小学校 大阪

197 175 6分33秒 佐原　陸 ｻﾊﾗ ﾘｸ 吹田ジュニア 大阪

199 231 6分35秒 竹田　成志 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 耳原ＡＣ 大阪

200 197 6分36秒 上野　陽人 ｳｴﾉ ﾔﾝﾄ 万博AC 大阪
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201 232 6分37秒 永井　明 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ 耳原ＡＣ 大阪

202 82 6分38秒 橋本　活樹 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｷ くすのきＲ 京都

202 157 6分38秒 中井　道満 ﾅｶｲ ﾄｳﾏ 朱四クラブ 京都

202 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

205 30 6分40秒 西川　航世 ﾆｼｶﾜ ｺｳｾ 交野KSRC 大阪

206 85 6分41秒 坂堂　瑠生 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾙｲ くすのきＲ 京都

207 112 6分43秒 大塚　睦人 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 桜井谷東 大阪

207 142 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

207 240 6分43秒 岡本　茂靖 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾔｽ 陸王クラブ 大阪

210 181 6分44秒 井上　諒人 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 吹田ジュニア 大阪

210 40 6分44秒 久保　謙志郎 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾛｳ 交野KSRC 大阪

210 100 6分44秒 沢田　大河 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ コスモAC 大阪

213 86 6分46秒 松本　彬良 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ くすのきＲ 京都

214 111 6分47秒 科野　貴哉 ｼﾅﾉ ﾀｶﾔ 桜井谷東 大阪

214 163 6分47秒 藤住　爽志 ﾌｼﾞｽﾐ  ｿｳｼ 朱四クラブ 京都

216 93 6分51秒 佐々木　陸人 ｻｻｷ ﾘｸﾄ コスモAC 大阪

217 38 6分54秒 山岡　稜幸 ﾔﾏｵｶ ﾀｶﾕｷ 交野KSRC 大阪

218 133 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

218 179 6分55秒 嘉納　太星 ｶﾉｳ ﾀｲｾｲ 吹田ジュニア 大阪

220 141 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

221 97 6分59秒 八十　柚樹 ﾔｿ ﾕｽﾞｷ コスモAC 大阪

222 31 7分12秒 三浦　空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 交野KSRC 大阪

223 118 7分25秒 祐實　優太 ｽｹｻﾞﾈ ﾕｳﾀ JRCみはら 大阪

224 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


