
1 下都賀TOJ 栃木 下都賀TOJ 栃木 伊勢崎陸上C 群馬

2 道南陸上C 北海道 石川陸上教室 石川 大国陸上C 山梨

3 干隈ｸﾗﾌﾞ 福岡 船橋陸上C 千葉 屋島ｸﾗﾌﾞ 香川

4 船橋陸上C 千葉 上北ジュニアC 青森 加古川RC 兵庫

5 三重AC 三重 竹尋アスリートC 広島 下都賀TOJ 栃木

6 JACあつみ 愛知 平陸上教室 福島 吹田陸上 大阪

7 草薙RC 静岡 伊勢崎陸上C 群馬 大宮陸上ｸﾗﾌﾞ 埼玉

8 深安ｸﾗﾌﾞ 広島 大国陸上C 山梨 福江陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎

9 吹田陸上 大阪 内城田陸上C 三重 石川陸上教室 石川

10 下関陸友C 山口 吹田陸上 大阪 下関陸上JAC 山口

11 石川陸上教室 石川 JACあつみ 愛知 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ 三重

12 高砂市小学生 兵庫 横浜リトル陸上C 神奈川 船迫RC 宮城

13 京小陸ｸﾗﾌﾞ 京都 五泉少年MC 新潟 TF倉吉 鳥取

14 三碓陸上C 奈良 松川町SRC 長野 丸岡陸上JAC 福井

15 春日部陸友C 埼玉 京都ジュニア 京都 具志川ｽｶｲﾗｲﾄ 沖縄

16 松高陸上C 熊本 陸王ｸﾗﾌﾞ 大阪 静岡陸上教室 静岡

17 倉敷ジュニアC 岡山 京築JAC 福岡 なにわJAC 大阪

18 貝塚JC 大阪 貝塚JC 大阪 中津川陸上 岐阜

19 大垣陸上 岐阜 宮崎西陸上C 宮崎 すがお陸上C 福岡

20 和歌山陸上C 和歌山 田沢湖鉄人会 秋田 清新JAC 東京

21 船迫ｸﾗﾌﾞ 宮城 田辺AC 和歌山 岡山陸上ｸﾗﾌﾞ 岡山

22 屋島ｸﾗﾌﾞ 香川 北豊島AC 池田 吉野東陸上C 鹿児島

23 秋田市ジュニア 秋田 宮古トラックC 岩手 池田SRC 池田

24 ひまわり陸上 宮崎 草津Jr陸上 滋賀 渡ｸﾗﾌﾞ 熊本

25 島本ジュニア 大阪 乙女ｸﾗﾌﾞ 熊本 浅井ｸﾗﾌﾞ 滋賀

26 北豊島AC 大阪 広瀬陸上ｸﾗﾌﾞ 島根 三浦RC 愛媛

27 横須賀陸上 神奈川 鶴岡陸上C 大分 林崎KACJAC 徳島

28 なにわJAC 大阪 沼ノ端陸上JSC 北海道 島本ジュニア 大阪

29 すだちｸﾗﾌﾞ 徳島 池田SRC 池田 相模原陸上 神奈川

30 草津ジュニア 滋賀 吉野東陸上JS 鹿児島 新宮陸上JAC 和歌山

31 呉服ｸﾗﾌﾞ 大阪 徳島ドリームズ 徳島 日南ACジュニア 宮崎

32 若葉町陸上C 東京 河合第二ｸﾗﾌﾞ 奈良 金浦町T&F 秋田

33 耳原AC 大阪 関一JAC 茨城

34 末広会 長崎 北豊島AC 池田

35 山内東陸上C 佐賀 網走陸上少年団 北海道

36 魚津陸上JSC 富山 新荘ｸﾗﾌﾞ 高知

＜これまでの参加チーム＞

2001

（2001/3/25　池田市猪名川運動公園特設コース）
順位

1999

（1999/3/28　池田市猪名川運動公園特設コース）

2000

（2000/3/26　池田市猪名川運動公園特設コース）



1 下都賀TOJ 栃木 下都賀TOJ 栃木 アベベ駅伝 長野

2 境谷ｸﾗﾌﾞ 京都 紀の国ジュニア 和歌山 野田ジュニア 千葉

3 紀の国ジュニア 和歌山 横浜リトル 神奈川 境谷ｸﾗﾌﾞ 京都

4 前橋市陸協 群馬 荒井クラブ 兵庫 豊橋陸上 愛知

5 大宮陸上ｸﾗﾌﾞ 埼玉 境谷クラブ 京都 前橋陸上 群馬

6 豊玉陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎 むつスプリント 青森 横浜ジュニア 神奈川

7 石川陸上教室 石川 豊玉陸上 長崎 石川陸上 石川

8 ワイルド・アスリーツ 熊本 石川陸上教室 石川 下都賀TOJ 栃木

9 屋島ｸﾗﾌﾞ 香川 井村RC 岡山 芦屋JC 福岡

10 川越陸上少年 三重 勢多陸上 群馬 豊玉陸上 長崎

11 米沢J陸上 山形 駒ヶ根中沢 長野 大国陸上 山梨

12 アベベ駅伝C 長野 新光陸上 宮崎 加古川RC 兵庫

13 加古川RC 兵庫 豊橋陸上 愛知 吹田陸上 大阪

14 生福陸上 鹿児島 国分ジュニア 鹿児島 SRKｼﾞｭﾆｱ 山形

15 白井ｸﾗﾌﾞ 千葉 大国陸上 山梨 清新JAC 東京

16 新南陽陸上 山口 富山堀川 富山 TF倉吉 鳥取

17 平陸上教室 福島 三重町陸上 大分 出水市陸上 鹿児島

18 蛯沢ｸﾗﾌﾞ 青森 米沢ジュニア 山形 大里南 沖縄

19 津島しらさぎ 愛媛 益田陸上 島根 善郷陸上 福島

20 宮崎本郷A 宮崎 光市陸上 山口 ｲﾉﾌﾞｰﾀﾝ王国 和歌山

21 小浜ジュニア 福井 五泉マラソン 新潟 三重町陸上 大分

22 吹田陸上 大阪 高鷺南 大阪 大中山陸上 北海道

23 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 茂原AC 千葉 宮崎本郷AC 宮崎

24 三重町陸上 大分 ｱｽﾚｯｺ 茨城 東広島陸上 広島

25 MCR 岡山 石薬師RC 三重 清水AC 静岡

26 鴻池陸上C 奈良 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ 沖縄 井原陸上 岡山

27 船迫RC 宮城 蓮田ジュニア 埼玉 戸出東部陸上 富山

28 黒部名水 富山 TF倉吉 鳥取 川越町陸上 三重

29 清新JAC 東京 ST園南 静岡 江北ﾋﾞｯｷｰｽﾞ 佐賀

30 新友陸上 岐阜 清新JAC 東京 島本ｼﾞｭﾆｱ 大阪

31 掛川AC 静岡 三碓陸上 奈良 羽曳野RC 大阪

32 切木ｸﾗﾌﾞ 佐賀 壬生川ｸﾗﾌﾞ 愛媛 三国陸上 福井

33 吉井町陸上 福岡 尾道長江 広島 むつ陸上 青森

34 T&F米子 鳥取 NNAC 北海道 曽根 愛媛

35 布上陸上ｸﾗﾌﾞ 北海道 門田 福島 大田陸上 島根

36 浅井ｸﾗﾌﾞ 滋賀 佐竹台陸上 大阪 常磐ﾐﾆﾊﾞｽ 茨城

37 大田陸上教室 島根 鳴門陸上 徳島 三碓陸上 奈良

38 JAC大府 愛知 槻木陸上 宮城 秋田ﾊｯﾁﾚ-ｼﾝｸﾞ 秋田

39 能代山本J 秋田 浅井クラブ 滋賀 仙崎RC 山口

40 高鷺南 大阪 仁尾クラブ 香川 枚方ｼﾞｭﾆｱAC 大阪

41 枚方JAC 大阪 関市陸上 岐阜 宮古トラッククラブ 岩手

42 双葉台ｸﾗﾌﾞ 茨城 熊本JAC 熊本 ﾜｲﾙﾄﾞ・ｱｽﾘｰﾂ 熊本

43 大塚陸上ｸﾗﾌﾞ 広島 枚方ｼﾞｭﾆｱ 大阪 藍住東陸上 徳島

44 貝塚JC 大阪 山田ｼﾞｭﾆｱ 岩手 高知橘 高知

45 鳴門陸上ｸﾗﾌﾞ 徳島 吉良川JAC 高知 小川町陸上 埼玉

46 明神ｸﾗﾌﾞ 神奈川 小城陸上 佐賀 常磐 香川

47 沖縄アンテロープ 沖縄 久山T&F 福岡 しばたTFC 新潟

48 五泉少年マラソン 新潟 金浦町ｼﾞｭﾆｱ 秋田 美濃加茂JAC 岐阜

49 土佐JAC 高知 北豊島AC 大阪 浅井 滋賀

50 釜石陸上JAC 岩手 大野市陸上 福井 桶谷陸上JAC 宮城

2004

（2004/3/28　万博記念公園特設コース）
順位

2002

（2002/3/24　万博記念公園特設コース）

2003

（2003/3/23　万博記念公園特設コース）



1 下都賀TOJ 栃木 市原ＡＣ 千葉 下都賀ＴＯＪ 栃木

2 市原AC 千葉 嵯峨野クラブ 京都 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉

3 横浜ｼﾞｭﾆｱ陸上 神奈川 北斗ジュニアクラブ 北海道 京都境谷陸上ｸﾗﾌﾞ 京都

4 嵯峨野ｸﾗﾌﾞ 京都 下都賀ＴＯＪ 栃木 北斗ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 北海道

5 前橋市陸協 群馬 ゆめりくクラブ 岡山 GOBOｸﾗﾌﾞ 和歌山

6 大垣市陸上JAC 岐阜 横浜ジュニア陸上クラブ 神奈川 清水ミズノＳＣ 静岡

7 浜田JAS 島根 三木ジュニアランニングクラブ 兵庫 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 山形

8 加古川RC 兵庫 田原陸上教室 愛知 田原陸上ｸﾗﾌﾞ 愛知

9 田原陸上教室 愛知 ＳＲＫジュニアクラブ 山形 川越町陸上少年団 三重

10 紀の国JAC 和歌山 多野陸上競技クラブ 群馬 花巻ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 岩手

11 むつアスリート 青森 城山アスリートクラブ 石川 横浜ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 神奈川

12 米沢ジュニア陸上 山形 玉島陸上 大阪 腰越ＪＳＣ 長野

13 川越町陸上少年団 三重 羽曳野ＲＣ 大阪 久田陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎

14 上尾ジュニア陸上 埼玉 邑智ＪＴＳ 島根 加古川RC 兵庫

15 井村RC 岡山 謹教 福島 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨

16 清新JAC 東京 宮崎本郷アスリート 宮崎 吹田陸上ｸﾗﾌﾞ 大阪

17 国頭ｸﾗﾌﾞ 沖縄 大国陸上クラブ 山梨 井村ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡山

18 三重町陸上ｸﾗﾌﾞ 大分 田辺アスリートクラブ 和歌山 喜界ｸﾗﾌﾞ 鹿児島

19 山口市陸上JAC 山口 三碓陸上クラブ 奈良 前橋市陸上競技協会 群馬

20 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 明峰ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎 加須ｼﾞｭﾆｱ陸上教室 埼玉

21 石川陸上競技教室 石川 TF倉吉 鳥取 佐伯わくわくｸﾗﾌﾞ 大分

22 村松ｸﾗﾌﾞ 長崎 カツミ陸上教室 山口 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 福島

23 陸王ｸﾗﾌﾞ 大阪 常陸太田スポーツ少年団 茨城 城山アスリートｸﾗﾌﾞ 石川

24 白河第三 福島 清新ＪＡＣ 東京 美祢陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 山口

25 有浦ｸﾗﾌﾞ 秋田 川越町陸上少年団 三重 玉島陸上部 大阪

26 千代台陸上 北海道 吹田陸上クラブ 大阪 小松ｸﾗﾌﾞ 愛媛

27 黒部名水 富山 広島ジュニアオリンピアクラブ 広島 万博アスリートｸﾗﾌﾞ 大阪

28 アスレッコｸﾗﾌﾞ 茨城 むつアスリートクラブ 青森 名護陸上ｸﾗﾌﾞ 沖縄

29 新光陸上ｸﾗﾌﾞ 宮崎 三重町陸上クラブ 大分 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 奈良

30 万博AC 大阪 安曇野松川リンゴくん 長野 城北ＡＣ 東京

31 三碓陸上 奈良 新座陸上競技協会 埼玉 浦安陸上ｸﾗﾌﾞ 鳥取

32 下田敷根JC 静岡 新田原ランナーズ 福岡 高室ｸﾗﾌﾞ 香川

33 TF倉吉 鳥取 津島しらさぎ陸上クラブ 愛媛 羽曳野RC 大阪

34 伊万里JAC 佐賀 花巻アスレチッククラブ 岩手 高岡ｼﾞｭﾆｱ駅伝教室 富山

35 島本ジュニア陸上 大阪 万博アスリートクラブ 大阪 栗原市陸上競技教室 宮城

36 駒ヶ根中沢RC 長野 横手平鹿ジュニア陸上競技教室 秋田 能代山本ｼﾞｭﾆｱ陸上 秋田

37 遠野ジュニア陸上 岩手 伊是名陸上クラブ 沖縄 浜田ＪＡＳ 島根

38 羽曳野RC 大阪 黒部名水 富山 水戸陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城

39 勝山Jrランナーズ 福井 松高陸上クラブ 熊本 弘前アスリートｸﾗﾌﾞ 青森

40 勝間ｸﾗﾌﾞ 香川 柏崎Track&Fieldジュニア陸上教室 新潟 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ 高知

41 串木野西陸上JAC 鹿児島 阿波ジュニア陸上クラブ 徳島 長江子ども会 広島

42 おおやのｽﾎﾟｰﾂ 熊本 高山Ｊｒ陸上クラブ 鹿児島 多治見ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 岐阜

43 七隈ｸﾗﾌﾞ 福岡 栗原市陸上競技教室 宮城 上志比ｸﾗﾌﾞ 福井

44 周布ｸﾗﾌﾞ 愛媛 勝間クラブ 香川 松島陸上ｸﾗﾌﾞ 熊本

45 藍ランズｸﾗﾌﾞ 徳島 びわこＲＵＮＮＥＲＳクラブ 滋賀 信楽陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 滋賀

46 ハート貴生川SC 滋賀 北波多ＩＲＣ 佐賀 鴨島ｸﾗﾌﾞ 徳島

47 OJAS 新潟 豊陸上スポ－ツ少年団 福井 医生丘ＡＣ 福岡

48 可部南 広島 木之本陸上 岐阜 日南ＡＣｼﾞｭﾆｱ 宮崎

49 菅生SC 宮城 袋井アスレチッククラブ 静岡 須古かけっこｸﾗﾌﾞ 佐賀

50 香我美JAC 高知 芸西ＪＡＣ 高知 加茂ｼﾞｭﾆｱ陸上 新潟

第8回

（2006/3/26　万博記念公園特設コース）

第9回

（2007/3/25　万博記念公園特設コース）
順位

第7回

（2005/3/27　万博記念公園特設コース）



1 加古川ＲＣ 兵庫 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 栃木 加古川ＲＣ 兵庫

2 ＳＲＫジュニアクラブ 山形 岡崎ＪＡＣ 愛知 芳賀真岡陸上 栃木

3 横浜ジュニア陸上クラブ 神奈川 加古川ＲＣ 兵庫 市原ＡＣ 千葉

4 阿久根陸上スポーツ少年団 鹿児島 道南ジュニアクラブ 北海道 大国陸上 山梨

5 川越町陸上少年団 三重 三重町陸上クラブ 大分 道南ジュニア 北海道

6 京都境谷陸上ｸﾗﾌﾞ 京都 大国陸上クラブ 山梨 松尾クラブ 京都

7 玉島陸上部 大阪 天童市ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山形 横浜ジュニア陸上 神奈川

8 市原ＡＣ 千葉 川越町陸上少年団 三重 万博ＡＣ 大阪

9 佐野ｽﾊﾟﾙﾀ倶楽部 栃木 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉 吹田ジュニア陸上 大阪

10 岡崎ＪＡＣ 愛知 嵯峨野クラブ 京都 沖縄アンテロープ陸上 沖縄

11 伊勢崎陸上競技ｸﾗﾌﾞ 群馬 吾妻榛嶺クラブ 群馬 東和ＲＣ 福島

12 川中島ジュニアランニングクラブ 長野 玉島陸上部 大阪 川中島ジュニアＲＣ 長野

13 久田陸上クラブ 長崎 紀の国アスリートクラブ 和歌山 ＧＯＢＯクラブ 和歌山

14 三重町陸上クラブ 大分 万博アスリートクラブ 大阪 ＫＪＲ 東京

15 十日町ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 新潟 横浜ジュニア陸上クラブ 神奈川 Ａ.Ｃ.ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ 富山

16 ＧＯＢＯクラブ 和歌山 米子陸上クラブ 鳥取 三重町陸上 大分

17 針道陸上クラブ 福島 三碓陸上クラブ 奈良 川越町陸上ＪＳＣ 三重

18 八千把クラブ 熊本 厳原陸上クラブ 長崎 蒲郡クラブ 愛知

19 かほくAC 石川 井村ランニングクラブ 岡山 羽曳野ＲＣ 大阪

20 万博ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大阪 腰越ＪＳＣ 長野 厳原陸上 長崎

21 立石ランナーズ 福岡 アスレッコクラブ 茨城 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 群馬

22 浦安陸上クラブ 鳥取 東和ランニングクラブ 福島 波っ子ランナーズ 愛媛

23 宮古トラッククラブ 岩手 ひらかたｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 大阪 井村ＲＣ 岡山

24 大国陸上クラブ 山梨 大口ｽｲﾑﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 鹿児島 三碓陸上 奈良

25 はしろっとＡＣ 富山 豊浦陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 山口 米沢ジュニア陸上 山形

26 日高陸上クラブ 愛媛 Ａ.Ｃ.ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ 富山 秋田東仙北ＡＣ 秋田

27 鳴門陸上クラブ 徳島 清新ＪＡＣ 東京 阿南ＪＡＣ 徳島

28 吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 大阪 羽曳野ＲＣ 大阪 隼人ｼﾞｭﾆｱ陸上JSC 鹿児島

29 三碓陸上クラブ 奈良 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上ｸﾗﾌﾞ 福井 城山ＡＣ 石川

30 伊万里ジュニアアスリートクラブ 佐賀 七塚陸上教室 石川 浜田ＪＡＳ 島根

31 邑智J.T.S 島根 野辺地クラブ 青森 富士宮ＪＣ 静岡

32 国府ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 岐阜 浜田ＪＡＳ 島根 敦賀ジュニアＡＣ 福井

33 長泉陸上 静岡 北波多ＩＲＣ 佐賀 下関ふくっ子陸上 山口

34 吉備高原ﾏﾗｿﾝ愛好会 岡山 曽根クラブ 愛媛 浦安陸上 鳥取

35 羽曳野ＲＣ 大阪 GANBAｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 秋田 玉島白川陸上 大阪

36 バディ陸上クラブ 東京 浜松陸上 静岡 松高陸上 熊本

37 周南ＪＡＣ 山口 阿波市陸上クラブ 徳島 弘前ＡＣ 青森

38 甲賀J,A,C 滋賀 栗原市陸上競技教室 宮城 川副陸上 佐賀

39 弘前ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 青森 田川ＲＣ 福岡 栗原市陸上教室 宮城

40 豊原クラブ 香川 向東子供会駅伝クラブ 広島 草加ジュニア陸上 埼玉

41 中村ＪＡＣ 高知 盛岡クラブ 岩手 水戸市陸上ＪＳＣ 茨城

42 花筐クラブ 福井 栗東市陸上教室 滋賀 チーム豊間根陸上 岩手

43 水戸市陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城 麻クラブ 香川 御調西子ども会 広島

44 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上クラブ 沖縄 豊見城ＪＲＣ 沖縄 長岡Ｔ＆Ｆ 新潟

45 栗原市陸上競技教室 宮城 小国ＪＲＣ 熊本 東近江市ＪＳＣ 滋賀

46 熊谷市陸上教室 埼玉 須崎ＪＡＣ 高知 三潴ジュニア陸上 福岡

47 三原陸上クラブ 広島 日後谷陸上クラブ 宮崎 精華ＳＣ 岐阜

48 秋田市ジュニア陸上競技クラブ 秋田 関陸上スポーツ少年団 岐阜 常盤クラブ 香川

49 渡辺陸上クラブ 北海道 岩槻アスレチッククラブ 埼玉 日南ＡＣジュニア 宮崎

50 都城ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宮崎 新潟ジュニアＴ＆Ｆ 新潟 山田クラブ 高知

※第13回大会は震災の影響により中止

順位
第10回

（2008/3/23　万博記念公園特設コース）

第11回

（2009/3/22　万博記念公園特設コース）

第12回

（2010/3/21　万博記念公園特設コース）



1 北浜JRC 兵庫 北浜JRC 兵庫

2 前橋市陸協ｼﾞｭﾆｱ教室 群馬 岡崎JAC 愛知

3 芳賀真岡陸上ｸﾗﾌﾞ 栃木 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉

4 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉 おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 群馬

5 腰越JSC 長野 KJR陸上ｸﾗﾌﾞ 東京

6 A.C.TOYAMA Jr. 富山 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨

7 道南ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 北海道 SRKｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 山形

8 桃山ｸﾗﾌﾞ 京都 TOJ 栃木

9 三重町陸上ｸﾗﾌﾞ 大分 川越町陸上少年団 三重

10 万博ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大阪 道南ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 北海道

11 玉島白川陸上 大阪 高山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 鹿児島

12 田原陸上ｸﾗﾌﾞ 愛知 下鳥羽ｸﾗﾌﾞ 京都

13 井村ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡山 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 長野

14 ﾎﾟﾗｰﾉ東広島 広島 玉島白川陸上部 大阪

15 川越町陸上少年団 三重 五泉少年ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 新潟

16 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 奈良 村松陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎

17 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 東京 善郷陸上ｸﾗﾌﾞ 福島

18 GANBA Jr 陸上ｸﾗﾌﾞ 秋田 A.C.TOYAMA Jr. 富山

19 村松陸上ｸﾗﾌﾞ 長崎 花巻ACjr 岩手

20 花巻AC Jr. 岩手 三重町陸上ｸﾗﾌﾞ 大分

21 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨 GANBA Jr 陸上ｸﾗﾌﾞ 秋田

22 阿南JAC 徳島 紀の国ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 和歌山

23 GOBOｸﾗﾌﾞ 和歌山 三碓陸上ｸﾗﾌﾞ 奈良

24 蛯沢陸上ｸﾗﾌﾞ 青森 井村ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡山

25 城山ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 石川 万博ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大阪

26 羽曳野RC 大阪 草加ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 埼玉

27 吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 大阪 阿南JAC 徳島

28 浜田JAS 島根 浜田JAS 島根

29 新光陸上ｸﾗﾌﾞ 宮崎 竹尋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 広島

30 萩陸上競技ｽﾎﾟｰﾂ少年団 山口 下松東陽陸上ｸﾗﾌﾞ 山口

31 栗原市陸上競技教室 宮城 城山ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 石川

32 名護陸上ｸﾗﾌﾞ 沖縄 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ陸上 沖縄

33 西原JRC 鹿児島 吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 大阪

34 布勢TC 鳥取 苅田与原RC 福岡

35 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上ｸﾗﾌﾞ 福井 仙台陸上倶楽部 宮城

36 十日町ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 新潟 敦賀Jr. 福井

37 東和ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 福島 羽曳野RC 大阪

38 別宮陸上ｸﾗﾌﾞ 愛媛 湖山西BHRC 鳥取

39 浜北AC 静岡 宇和島陸上ｸﾗﾌﾞ 愛媛

40 松高陸上ｸﾗﾌﾞ 熊本 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ 宮崎

41 しらこばと陸上ｸﾗﾌﾞ 埼玉 大垣市陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 岐阜

42 天童市ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 山形 水戸市陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城

43 ﾁｰﾑ HAYABUSA 神奈川 伊万里三香ｸﾗﾌﾞ 佐賀

44 福富ﾗﾝﾅｰｽﾞ 佐賀 黒石陸上ｸﾗﾌﾞ 青森

45 浅井陸上ｸﾗﾌﾞ 滋賀 長浜市陸上教室 滋賀

46 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ陸上 岐阜 芦北ﾄﾚｼﾞｬｰｸﾗﾌﾞ 熊本

47 日立陸上ｸﾗﾌﾞ 茨城 千代田AC 静岡

48 麻ｸﾗﾌﾞ 香川 窪川JRC 高知

49 大方JAC 高知 相模原陸上教室 神奈川

50 北九州陸上ｸﾗﾌﾞRiC 福岡 柞田 香川

順位
第14回

（2012/3/16　万博記念公園特設コース）

第15回

（2013/3/16　万博記念公園特設コース）


