
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 12 5分00秒 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ チーム柏 千葉

2 17 5分03秒 志田　岬大 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ A.C.TOYAMA Jr. 富山

3 22 5分04秒 細井　奏太郎 ﾎｿｲ ｿｳﾀﾛｳ 岡崎ジュニアアスリートクラブ 愛知

4 11 5分06秒 立嶋　大輝 ﾀﾃｼﾏ ﾋﾛｷ 上尾ジュニア 埼玉

5 30 5分07秒 若林　良樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 紀の国アスリートクラブ 和歌山

6 33 5分08秒 八木　宏樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 井村ランニングクラブ 岡山

7 23 5分14秒 田中　優成 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 清流ランニングクラブ 岐阜

8 3 5分15秒 花井　統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ サンビレRC 岩手

9 29 5分17秒 森口　翔太 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 三碓陸上クラブ 奈良

10 42 5分17秒 東谷　豊連 ﾋｶﾞｼﾔ ﾄﾖﾏｻ 壱岐ジュニアランナーズ 長崎

11 28 5分17秒 松井　大倭 ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ 北浜JRC 兵庫

12 48 5分20秒 森口　晃行 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｷﾕｷ 吹田ジュニア陸上クラブ 大阪

13 1 5分21秒 雪田　圭将 ﾕｷﾀ ｹｲｽｹ 札幌AC 北海道

14 14 5分21秒 浅沼　優人 ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾄ 横浜アスリートクラブ 神奈川

15 34 5分23秒 新木　大翔 ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 東広島TFC 広島

16 18 5分23秒 白井　新大 ｼﾗｲ ｱﾗﾀ 城山アスリートクラブ 石川

17 5 5分25秒 佐藤　将 ｻﾄｳ ｼｮｳ 秋田市ジュニア陸上競技クラブ 秋田

18 9 5分26秒 小松　信哉 ｺﾏﾂ ｼﾝﾔ 芳賀真岡陸上クラブ 栃木

19 27 5分26秒 小山　智喜 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ ひらかたKSC 大阪

20 6 5分26秒 安食　光翔 ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ 寒河江西村山ETジュニア 山形

21 32 5分27秒 田村　累斗 ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ 邑智J.T.S 島根

22 8 5分28秒 岡　橙真 ｵｶ ﾄｳﾏ 日立陸上クラブ 茨城

23 21 5分29秒 石神　光沙 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳｻ 静岡アスリートクラブ 静岡

24 45 5分29秒 長友　麻喜人 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｷﾄ 宮崎本郷アスリート 宮崎

25 16 5分30秒 佐藤　五輪 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 十日町アスレチッククラブ 新潟

26 31 5分31秒 倉光　一冴 ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 布施TC 鳥取

27 2 5分32秒 山川　陸 ﾔﾏｶﾜ ﾘｸ むつ陸上クラブ 青森

28 13 5分33秒 牛島　夢貴 ｳｼｼﾞﾏ ﾕﾒｷ KJR陸上クラブ 東京

29 38 5分33秒 尾崎　壮太 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 波っ子ランナーズ 愛媛

30 7 5分34秒 鈴木　那賀登 ｽｽﾞｷ ﾅｶﾞﾄ 円谷ランナーズ 福島

31 44 5分35秒 佐土原　悠人 ｻﾄﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ 滝尾陸上クラブ 大分

32 36 5分36秒 山本　崇人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 北島ジュニア陸上クラブ 徳島

33 20 5分36秒 福澤　栄暉 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根中沢RC 長野

34 15 5分38秒 三井　瑛斗 ﾐﾂｲ ｴｲﾄ 大国陸上クラブ 山梨

35 4 5分39秒 池田　敬太 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀ 岩沼西サッカースポーツ少年団 宮城

36 49 5分39秒 牧野　修士 ﾏｷﾉ ｼｭｳｼﾞ 豊中スキップスポーツ少年団 大阪

37 19 5分40秒 千味　遥人 ﾁﾐ ﾊﾙﾄ みんスポクラブ TEAM KAKERU 福井

38 50 5分41秒 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 万博アスリートクラブ 大阪

39 10 5分44秒 三井田　陸音 ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 伊勢崎市陸上クラブ 群馬

40 39 5分53秒 中村　将暉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ まほろばクラブ南国 高知

41 35 5分53秒 桑嶋　松太郎 ｸﾜｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 奇兵隊 山口

42 25 5分56秒 堤　琉空 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｸ 甲賀JAC 滋賀

43 26 5分57秒 森田　そう ﾓﾘﾀ ｿｳ レジェンドAC 京都

44 37 6分05秒 和田　渉 ﾜﾀﾞ ｱﾕﾑ 柞田小学校 香川

45 46 6分07秒 前村　侑音 ﾏｴﾑﾗ ｱﾙﾄ 吉野東陸上スポーツ少年団 鹿児島

46 41 6分08秒 樋口　空汰 ﾋｸﾞﾁ ｿﾗﾀ TEAM 伊万里 佐賀

47 43 6分13秒 隈部　光稀 ｸﾏﾍﾞ ｺｳｷ KURS 熊本

48 40 7分35秒 坂本　翔太 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ ちくしAC 福岡

友好タイムトライアル（男子の部）

“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


