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“日清食品カップ” 第 19回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会を 

2016 年 12月 10日（土）、11日（日）に開催 
 

日清食品ホールディングス株式会社 (社長・CEO：安藤 宏基) は、12 月 10 日(土)、11 日(日)の 2

日間、インスタントラーメン発祥の地である大阪府池田市の池田市民文化会館と吹田市の万博記念

公園特設コースで開催される“日清食品カップ”第 19 回「全国小学生クロスカントリーリレー研

修大会」(主催：公益財団法人日本陸上競技連盟、後援：公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財

団) に協賛します。 

 

全国 47都道府県から小学生アスリートが大阪に集結！ 

 

本大会は、「未来ある若い世代に、あらゆるスポーツの基本となる正しい走法を学んでほしい」と

いう日本陸上競技連盟の趣旨に賛同し、弊社が 1985年から協賛している「“日清食品カップ”全国

小学生陸上競技交流大会」の一環として開催される大会です。小学生期の長距離走・持久走につい

ての正しい技能やトレーニング方法の習得を目的とする本大会にも、弊社は 1999 年の第 1 回大会

から協賛しています。 

12月 10日(土)は、大阪府池田市の池田市民文化会館の大ホールで 14時から開講式と研修会を行い

ます。研修会には、日清食品グループ陸上競技部より森田 修一監督、諏訪 利成コーチ (2004年ア

テネ五輪、2007 年世界陸上 男子マラソン日本代表) がゲストとして参加し、小学生アスリートた

ちに陸上競技の魅力を伝えます。 

12月 11日(日)は、大阪府吹田市にある万博記念公園・東の広場特設コースで 10時 45分から開会

式と競技会を開催します。クロスカントリーリレーには、全国 47都道府県から推薦された 50チー

ム (大阪のみ 4 チーム、1 チームは男女各 4 名) が参加します。なお、クロスカントリーリレーに

先がけて行われる友好タイムトライアルには、日清食品グループ陸上競技部から諏訪 利成コーチ

が前日に続きゲストとして伴走で参加する予定です。 

弊社は創業者・安藤 百福の「食とスポーツは健康を支える両輪である」という理念のもと、今後

も未来を担う子どもたちの健やかな成長とチャレンジスピリットを応援していきます。 

 



 

■開催日程 

12月 10日(土) [池田市民文化会館 大ホール] 

14:00～14:20 開講式 

14:25～15:20 研修会 

ゲスト：森田 修一監督 (日清食品グループ陸上競技部) 

    諏訪 利成コーチ (日清食品グループ陸上競技部) 

(14:30～15:15 監督・代表者会議) 

16:00～18:00 「インスタントラーメン発明記念館」見学 

 

12月 11日(日) [万博記念公園 東の広場] 

10:45～11:05 開会式 

11:30     友好タイムトライアル (女子) ゲスト：諏訪 利成コーチ 

11:40     友好タイムトライアル (男子) ゲスト：諏訪 利成コーチ 

11:50     クロスカントリーリレースタート 

12:30     クロスカントリーリレー終了予定 

13:00～13:25 表彰式 

14:00～15:00 一般参加タイムトライアル 

 
*クロスカントリーリレーは、1 区間 1.5kmのクロスカントリー周回コースを使い、男子 3名、女子 3名 (男
子 2,4,6 区、女子 1,3,5区) がたすきをつなぎます。 

*友好タイムトライアル (本レースに出場できない補欠選手のレース) には、諏訪 利成コーチがゲストと
して伴走で参加する予定です。 

 

■会場 

池田市民文化会館 (アゼリアホール) 

住所：大阪府池田市天神 1丁目 7番 1号  

   (阪急宝塚線「石橋駅」下車 西出口より徒歩約 10分) 

 

万博記念公園 東の広場 

住所：大阪府吹田市千里万博公園１番１号 

   (大阪モノレール「公園東口駅」下車 徒歩約 10分) 

 



 

■大会実施要項 

主   旨：全国の小学生が、陸上競技の基本を学び、よい友達づくりをすることを目的とし 

て、1985年より開催されている「“日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流大会」

の一環として、小学生期の長距離走・持久走についての正しい技能・トレーニング

の習得を目的とし、下記の要領にて研修会・競技会を開催する。 

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：2016年 12月 10日(土)、11日(日) 

会   場：池田市民文化会館 (大ホール)、万博記念公園内特設コースほか 

参加チーム：全国 47都道府県、ならびに開催地 (大阪) から推薦され、主催者が認めた 50チ 

ーム (1チーム指導者 2名、選手 8名) 

 

■実施内容 

《競技》 

① クロスカントリーリレー (1区間 1.5km、6区間) 

1、3、5区は女子、2、4、6区は男子 

②友好タイムトライアル (1.5km) 

③サブイベント：一般参加タイムトライアル (1.5km) 

《研修》 

①講師による講演 

②その他 

《表彰》 

1～3位にはメダルと賞状、4～8位には賞状、各区間 1位には区間賞 (楯) を贈呈します。 

 



 

 

■出場チーム一覧 

 

番号 都道府県名 チーム名 番号 都道府県名 チーム名

1 北海道 旭川AC 26 京都府 桂徳クラブ

2 青森県 むつ陸上クラブ 27 大阪府 交野スポルトランナーズクラブ

3 岩手県 陸上塾 28 兵庫県 北浜ジュニアランニングクラブ

4 宮城県 仙台陸上倶楽部 29 奈良県 三碓陸上クラブ

5 秋田県 秋田市ジュニア陸上競技クラブ 30 和歌山県 紀の国アスリートクラブ

6 山形県 寒河江西村山ETジュニア 31 鳥取県 KY鳥取

7 福島県 善郷陸上クラブ 32 島根県 邑智J.T.S

8 茨城県 みらいクラブ 33 岡山県 井村ランニングクラブ

9 栃木県 芳賀真岡陸上クラブ 34 広島県 東広島TFC

10 群馬県 おおたスポーツアカデミー 35 山口県 山口FSLスポーツ少年団

11 埼玉県 加須ジュニア陸上クラブ 36 徳島県 阿南RC

12 千葉県 チーム柏 37 香川県 香川レーシングチームジュニア

13 東京都 清新JAC 38 愛媛県 宇和島T&F

14 神奈川県 横須賀陸上リトルスクール 39 高知県 夜須JSC

15 山梨県 大国陸上クラブ 40 福岡県 志免町陸友会

16 新潟県 十日町アスレチッククラブ 41 佐賀県 佐賀歌垣アスリートクラブ

17 富山県 婦中ジュニアA.C. 42 長崎県 大村陸上クラブ

18 石川県 城山アスリートクラブ 43 熊本県 熊本アスリートワーク

19 福井県 敦賀ジュニア陸上クラブ 44 大分県 滝尾陸上クラブ

20 長野県 川中島ジュニアランニングクラブ 45 宮崎県 宮崎西陸上クラブスポーツ少年団

21 静岡県 FUJI Runners Club 46 鹿児島県 阿久根陸上スポーツ少年団

22 愛知県 豊橋陸上クラブ 47 沖縄県 沖縄アンテロープ陸上クラブ

23 岐阜県 清流ランニングクラブ 48 大阪府 吹田ジュニア陸上クラブ

24 三重県 川越陸上少年団 49 大阪府 豊中スキップスポーツ少年団

25 滋賀県 守山陸上教室 50 大阪府 茨木アスリート倶楽部


