
　　第３０回　全日本びわ湖クロスカントリー大会　　　　　決勝記録一覧表　　　　　

２０１９年　２月１７日（日）　　　　　滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリー　コース

24' 16" 田村　 友佑 24' 39" 廣瀬　岳 24' 42" 石橋　安孝 24' 57" 冨田　直樹 25' 16" 松藤　仁 25' 18" 小田部　真也 25' 30" 秋本　優紀 25' 33" 森井　勇磨

ジュニア 15' 55" 岩田　嵐 15' 59" 谷口　辰熙 16' 10" 辻野　セペール 16' 14" 宮川　仁 16' 25" 竹内　洸哉 16' 29" 江戸　健祐 16' 30" 佐藤　春輝 16' 33" 串田　涼

５ｋｍ

A 26' 06" 瀬口　啓太 26' 51" 巻野　力也 27' 10" 増田　聖也 27' 27" 小藤　友裕 27' 29" 竹内　優太 27' 33" 富本　康暉 27' 35" 藤澤　爽太 27' 42" 徳山　哲平

８ｋｍ

B 13' 18" 四方　悠瑚 13' 28" 近藤　俊 13' 51" 佐藤　佑 13' 52" 西村　彰範 13' 56" 瀬古　優太 14' 09" 杉田　祐弥 14' 13" 山嵜　貴洋 14' 26" 大高　達典

４ｋｍ

中学生 9' 07" 村尾　雄己 9' 19" 帰山　侑大 9' 20" 山下　結 9' 23" 東泉　大河 9' 27" 定塚　利心 9' 28" 倉本　晃羽 9' 29" 友村　輝 9' 29" 長屋　匡起

小学生 3' 07" 濵口　大和 3' 12" 古沢　颯汰 3' 12" 山本　聖琉 3' 13" 津田　万里 3' 13" 加嶋　翼 3' 13" 村上　硯哉 3' 14" 新木　大翔 3' 17" 岸端　悠友

　ﾀｲﾑﾚｰｽ１km

20' 01" 田中　希実 21' 18" マーシャ･ヴェロニカ 22' 26" 今枝　紗弥 22' 52" 藤田　彩未 22' 54" 田中　絢音 22' 55" 山本　佳奈 23' 40" 岡田　果瑚 23' 48" 藤本　華奈

ジュニア 13' 41" 後藤　夢 13' 46" 北川　星瑠 13' 50" 飛田　凜香 14' 11" 清水　ひなた 14' 29" 高橋　栞奈 14' 38" 大塚　来夢 14' 52" 藤井　結愛 15' 04" 加藤　春那

４ｋｍ

15' 34" 篠原　結衣 15' 41" 大坂　菜摘 15' 52" 市川　紗衣 16' 07" 谷口　莉奈 16' 11" 谷口　千晴 16' 12" 坂下　優衣 16' 12" 奥谷　麻央 16' 32" 渡邉　茉奈

中学生 9' 55" 細谷　愛子 9' 59" 米澤　奈々香 10' 07" 杉森　心音 10' 15" 石松　愛朱加 10' 16" 大久保　南 10' 18" 鎌田　幸来 10' 19" 黒田　千景 10' 19" 村松　結

小学生 3' 19" 中島　光流 3' 23" 上野　真由 3' 23" 岸本　美咲 3' 23" 二井内　希実香 3' 24" 松岡　さくら 3' 24" 森谷　心美 3' 25" 鈴木　悠希 3' 27" 辻　麻央

１ｋｍ

総　　務

気象状況　 （2019/　2/17   １２時現在；ｽﾀｰﾄ付近）　　　天候：晴　　　気温：５．０　℃　　風向：北北西　　　風速：１．７ ｍ/S　　湿度：６８％ 審 判 長

記録主任

      第  4  回　全国中学生クロスカントリー選手権大会

坂　　一郎

小澤　信一

浮氣　清司

桂東ランナーズ・京都　 京都レジェンドＡＣ・京都　

比叡山高・滋賀　 比叡山高・滋賀　 立命館宇治高・京都　 日体大柏高・千葉　 美方高・福井　 東大阪大敬愛高・大阪　

いなべ総合学園高・三重　 いなべ総合学園高・三重　

　ﾀｲﾑﾚｰｽ３ｋｍ 静岡市立東中・静岡　 浜松市立北浜中・静岡　 北浜中学・静岡　 浜の宮中・兵庫　 光市立浅江中・山口　

一般 ４ｋｍ
東京女子体育大・東京 ロングライフホールディング・兵庫　 いなべ総合学園高・三重　 滋賀県立水口東高・滋賀　

京都市立桂中・京都　 京都市立桂川中・京都　 樫原中・京都　

7　位 8　位

女

子

登録

６ｋｍ
ＮＤ２８ＡＣ・兵庫　 新潟産大附高・新潟　 園田学園女子大・兵庫　 富山県立高岡商業高・富山　 新潟産大附高・新潟　 富山県立高岡商業高・富山　

滋賀県立水口東高・滋賀　 いなべ総合学園高・三重　

ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ・京都　 砺波東部小・富山　 本能クラブ・京都　 京都レジェンドＡＣ・京都　 中条小・石川　 葉山小・滋賀　

新潟産大附高・新潟　 奈良県立医科大・大阪　

ＮＤ２８ＡＣ・兵庫　 比叡山高・滋賀　

吉野小・奈良　 城山ＡＣ・石川　 京都レジェンドＡＣ・京都　 チーム橋本・京都　

部　　　　　　門 1　位 2　位 3　位 4　位 5　位 6　位

中能登中・石川　

郷田小・広島　 静岡吉田ＡＣ・静岡　

比叡山高・滋賀　 美方高・福井　 関西創価高・大阪　 豊田大谷高・愛知　

一般
住電ＲＣ・兵庫　 大高建設・大阪　 滋賀県立水口東高・滋賀　 ＪＡぎふ・岐阜　 滋賀県立水口東高・滋賀　 滋賀県立水口東高・滋賀　 ＡＳ京都・京都　 ＡＳ京都・京都　

立命館大・滋賀　 立命館大・滋賀　 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ・愛知　

鈴鹿市立白子中・三重　 三原第五中・広島　 雄山中・富山　

阿南ＪＡＣ・徳島　 ＥＴジュニア・山形　

6　位 7　位 8　位

男

子

登録

８ｋｍ
黒崎播磨・福岡　 武田薬品・山口　 ＳＧホールディングスグループ・滋賀　 龍谷大・滋賀　

部　　　　　　門 1　位 2　位 3　位 4　位 5　位

武田薬品・山口　 黒崎播磨・福岡　 山陽特殊製鋼・兵庫　

　ﾀｲﾑﾚｰｽ３km 京都市立桂中・京都　 桐生清流中・群馬　 富雄南・奈良　 栃木県三島中・栃木　

京都陸協・京都　

岐阜高・岐阜　 比叡山高・滋賀　 関西大第一高・大阪　 比叡山高・滋賀　

 －　　・石川　  －　　・京都　 東三河ＡＣ・愛知　 愛知アスリート・愛知　 能代山本陸協・神奈川　



BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者男子 8Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1043 田村　友佑 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 黒崎播磨 福岡県 0:24:16

2 1007 廣瀬　岳 ﾋﾛｾ ｶﾞｸ 武田薬品 山口県 0:24:39

3 1027 石橋　安孝 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾀｶ ＳＧホールディングスグループ 滋賀県 0:24:42

4 1029 冨田　直樹 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 龍谷大学 滋賀県 0:24:57

5 1006 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 武田薬品 山口県 0:25:16

6 1044 小田部　真也 ｺﾀﾍﾞ ｼﾝﾔ 黒崎播磨 福岡県 0:25:18

7 1005 秋本　優紀 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:25:30

8 1020 森井　勇磨 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ 京都陸上競技協会 京都府 0:25:33

9 1001 樋口　賢太郎 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:25:41

10 1004 山口　修 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:26:01

11 1008 小林　親平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 武田薬品 山口県 0:26:12

12 1010 嶋谷　鐘二郎 ｼﾏﾀﾆ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:26:30

13 1018 村上　成聖 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙｾ 龍谷大学 大阪府 0:26:48

14 1023 兼松　凛 ｶﾈﾏﾂ ﾘﾝ 函館工業高校 北海道 0:26:49

15 1016 中田　湧人 ﾅｶﾀ ﾜｸﾄ 龍谷大学 兵庫県 0:26:49

16 1031 金　悠斗 ｶﾈ ﾕｳﾄ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:26:58

17 1032 村刺　航輝 ﾑﾗｻｼ ｺｳｷ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:27:17

18 1042 谷川　尚希 ﾀﾆｶﾜ ﾅｵｷ 京都大学 大阪府 0:27:21

19 1021 山崎　祐輝 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 西浅井中学校教員 滋賀県 0:27:25

20 1033 衣斐　俊彦 ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ ＧＲｌａｂ 大阪府 0:27:26

21 1014 酒上　真太朗 ｻｶｳｴ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪経済大学 兵庫県 0:27:49

22 1037 早津　光 ﾊﾔﾂ ﾋｶﾙ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:28:11

23 1036 宮山　悠希 ﾐﾔﾔﾏ ﾕｳｷ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:28:54

24 1015 吉見　健太 ﾖｼﾐ ｹﾝﾀ 広島修道大学 広島県 0:29:07

25 1030 高嶋　翔太 ﾀｶｼﾏ ｼｮｳﾀ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:29:25

26 1038 中村　俊輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:30:03

27 1017 閑野　武大 ｶﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ 滋賀県 0:31:17

28 1026 武田　浩志 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 0:31:39

29 1039 山本　章一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 大阪府 0:34:01

30 1025 小林　亨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 滋賀県 0:36:21

31 1024 清水　泰生 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 京都陸上競技協会 大阪府 0:36:31

32 1034 植田　真樹 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ ゆきちゃん＆なっくん 京都府 0:37:17
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者男子ジュニア 5Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 701 岩田　嵐 ｲﾜﾀ ﾗﾝ 岐阜高等学校 岐阜県 0:15:55

2 716 谷口　辰熙 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 比叡山高等学校 滋賀県 0:15:59

3 746 辻野　セペール ﾂｼﾞﾉ ｾﾍﾟｰﾙ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:16:10

4 721 宮川　仁 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:14

5 717 竹内　洸哉 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾔ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:25

6 777 江戸　健祐 ｴﾄ ｹﾝｽｹ 美方高等学校 福井県 0:16:29

7 750 佐藤　春輝 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 関西創価高等学校 大阪府 0:16:30

8 735 串田　涼 ｸｼﾀﾞ ﾘｮｳ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:16:33

9 760 齋藤　恵斗 ｻｲﾄｳ ｹｲﾄ 甲西高等学校 滋賀県 0:16:35

10 771 永田　秀悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 京都府立山城高等学校 京都府 0:16:37

11 719 山口　祐司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:42

12 733 中岡　学土 ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:16:43

13 715 河原田　大地 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:47

14 722 中西　倫太郎 ﾅｶﾆｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:50

15 753 高辻　正広 ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 関西創価高等学校 大阪府 0:16:50

16 713 島野　和志 ｼﾏﾉ ｶｽﾞｼ 京都両洋高等学校 京都府 0:16:52

17 720 佐竹　勇樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:52

18 785 坂田　悠真 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:52

19 763 中川　清矢 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:16:53

20 784 大塚　慈 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾙ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:54

21 728 長瀨　将起 ﾅｶﾞｾ ﾏｻｷ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:16:55

22 790 木原　和哉 ｷﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:17:00

23 747 居林　和輝 ｲﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:17:00

24 754 中島　海陽 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾖｳ 関西創価高等学校 大阪府 0:17:04

25 724 平田　壮馬 ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:07

26 786 西垣　満生 ﾆｼｶﾞｷ ﾏｵ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:17:10

27 727 村山　楓介 ﾑﾗﾔﾏ ﾌｳｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:17:10

28 761 大久保　達善 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾖｼ 甲西高等学校 滋賀県 0:17:10

29 787 仲野　竜也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 函館中部高等学校 北海道 0:17:11

30 783 奥田　大登 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 京都市立西京高等学校 京都府 0:17:14

31 714 中島　楓基 ﾅｶｼﾏ ﾌｳｷ 京都両洋高等学校 京都府 0:17:15

32 755 大石　柊介 ｵｵｲｼ ｼｭｳｽｹ 滋賀県立守山高等学校 奈良県 0:17:16

33 730 岩城　槙乃介 ｲﾜｷ ｼﾝﾉｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:17:16

34 718 前田　亜門 ﾏｴﾀﾞ ｱﾓﾝ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:21

35 734 松浦　巧馬 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:17:22

36 744 藤園　涼太 ﾌｼﾞｿﾉ ﾘｮｳﾀ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:22

37 792 小井　稜真 ｺｲ ﾘｮｳﾏ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:25

38 762 前川　晃一 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:17:29

39 766 堀居　和真 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾏ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:17:29

40 774 小川　翔英 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｴｲ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:17:32
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者男子ジュニア 5Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

41 757 中溝　大地 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:33

42 702 浦瀬　勇希 ｳﾗｾ ﾕｳｷ 岐阜高等学校 岐阜県 0:17:34

43 726 郡山　耀 ｺｵﾘﾔﾏ ﾖｳ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:36

44 758 中村　光尊 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:38

45 794 中村　亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:38

46 711 川口　優雅 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 京都両洋高等学校 京都府 0:17:41

47 788 深澤　潤平 ﾌｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 京都市立西京高等学校 京都府 0:17:41

48 723 江阪　智樹 ｴｻｶ ﾄﾓｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:44

49 775 松井　孝矢 ﾏﾂｲ ｺｳﾔ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:17:51

50 743 林　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:53

51 748 南條　航大 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾞｲ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:17:54

52 796 出野　修平 ﾃﾞﾉ ｼｭｳﾍｲ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:57

53 740 土屋　祈和人 ﾂﾁﾔ ｷﾜﾄ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:59

54 706 坪井　賢也 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝﾔ 岐阜高等学校 岐阜県 0:18:01

55 731 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:18:03

56 710 藪中　雅也 ﾔﾌﾞﾅｶ ﾏｻﾔ 京都府立峰山高等学校 京都府 0:18:05

57 772 木村　友亮 ｷﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 京都府立山城高等学校 京都府 0:18:11

58 725 横井　尚輝 ﾖｺｲ ﾅｵｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:18:13

59 741 中居　樹哉 ﾅｶｲ ﾐｷﾔ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:18:17

60 742 畠中　陽平 ﾊﾀｹﾅｶ ﾖｳﾍｲ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:18:20

61 789 山中　翔太 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:18:21

62 764 原田　侑也 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:18:24

63 737 板倉　優翔 ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:18:26

64 781 櫻枝　祐真 ｻｸﾗｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 滋賀県立守山高等学校 岐阜県 0:18:29

65 791 木原　朋哉 ｷﾊﾗ ﾄﾓﾔ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:18:32

66 770 村田　旺史 ﾑﾗﾀ ｱｷﾌﾐ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:18:34

67 732 井門　聖那 ｲｶﾄﾞ ｾﾅ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:18:37

68 759 久野　太暉 ﾋｻﾉ ﾀﾞｲｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:37

69 773 柏田　凜人 ｶｼﾜﾀﾞ ﾘﾝﾄ 京都府立山城高等学校 京都府 0:18:40

70 765 和久　駿輔 ﾜｸ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:18:46

71 738 足立　聖夜 ｱﾀﾞﾁ ｾｲﾔ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:18:47

72 703 國井　雄平 ｸﾆｲ ﾕｳﾍｲ 岐阜高等学校 岐阜県 0:18:47

73 776 浅井　大輝 ｱｻｲ ﾀﾞｲｷ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:18:48

74 769 前田　涼真 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:18:50

75 768 藤居　大和 ﾌｼﾞｲ ﾔﾏﾄ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:19:07

76 729 堀江　新汰 ﾎﾘｴ ｱﾗﾀ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:19:08

77 782 柚原　貫太朗 ﾕﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滋賀県立守山高等学校 岐阜県 0:19:17

78 709 山北　翔大 ﾔﾏｷﾀ ｼｮｳﾀ 岐阜高等学校 岐阜県 0:19:29

79 745 澤田　翔太 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:19:46

80 736 太田　唯斗 ｵｵﾀ ﾕｲﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:19:52

81 756 渡邊　有紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:20:01

82 712 船岡　大河 ﾌﾅｵｶ ﾀｲｶﾞ 京都両洋高等学校 京都府 0:20:05

83 749 平木　陽斗 ﾋﾗｷ ﾊﾙﾄ 関西大学第一高等学校 兵庫県 0:20:06

84 767 湯本　真樹斗 ﾕﾓﾄ ﾏｷﾄ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:20:24
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン) 、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 一般男子A 8Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1257 瀬口　啓太 ｾｸﾞﾁ ｹｲﾀ 住電ＲＣ 兵庫県 0:26:06

2 1233 巻野　力也 ﾏｷﾉ ﾘｷﾔ 大高建設 大阪府 0:26:51

3 1213 増田　聖也 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾔ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:27:10

4 1268 小藤　友裕 ｺﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ＪＡぎふ 岐阜県 0:27:27

5 1214 竹内　優太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:27:29

6 1211 富本　康暉 ﾄﾐﾓﾄ ｺｳｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:27:33

7 1270 藤澤　爽太 ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳﾀ ＡＳ京都 京都府 0:27:35

8 1252 徳山　哲平 ﾄｸﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ＡＳ京都 京都府 0:27:42

9 1263 山本　祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 静岡県 0:27:43

10 1220 村田　琉陽 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾋﾞ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:28:03

11 1262 小倉　海聖 ｺｸﾗ ｶｲｾｲ 白山市役所 石川県 0:28:11

12 1215 北田　峻己 ｷﾀﾀﾞ ｼｭﾝｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:28:14

13 1206 奥村　究 ｵｸﾑﾗ ｷｭｳ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:28:20

14 1260 河原林　佑成 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 京産大附 京都府 0:28:21

15 1225 大谷　翔生 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｾｲ 立命館守山高等学校 大阪府 0:28:29

16 1271 池上　拓人 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 西京高校 京都府 0:28:55

17 1219 中野　遥斗 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:29:08

18 1223 小木曽　圭太 ｺｷﾞｿ ｹｲﾀ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:29:21

19 1226 坂井　勇亮 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 立命館守山高等学校 大阪府 0:29:22

20 1269 伊藤　雅紀 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 三重県 0:29:24

21 1250 島貫　弘敬 ｼﾏﾇｷ ﾋﾛﾀｶ 大阪府 0:29:26

22 1210 林　泰斗 ﾊﾔｼ ﾀｲﾄ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:29:42

23 1221 橋本　直都 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:29:42

24 1216 前薗　優真 ﾏｴｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:30:00

25 1222 澤田　航汰 ｻﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:30:00

26 1227 平井　智貴 ﾋﾗｲ ﾄﾓｷ 立命館守山高等学校 滋賀県 0:30:39

27 1209 山口　凜矩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:30:41

28 1261 岡本　空知 ｵｶﾓﾄ ｿﾗﾁ ＡＳ京都 京都府 0:30:50

29 1218 鈴村　拓心 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｸﾐ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:30:56

30 1212 辻　開斗 ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:31:20
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン) 、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 一般男子A 8Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

31 1265 加後　賢太郎 ｶｺﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 京都府 0:31:26

32 1207 須戸　力 ｽﾄﾞ ﾘｷ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:31:33

33 1231 籠谷　嘉紘 ｶｺﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 福井県 0:32:29

34 1205 小川　尚比古 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:32:32

35 1244 中島　徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ 京都産業大学附属高等学校 京都府 0:32:43

36 1232 辻澤　伸彦 ﾂｼﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 滋賀県 0:33:48

37 1259 吉田　亮 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 京都薬科大学 滋賀県 0:34:08

38 1241 岡　佳孝 ｵｶ ﾖｼﾀｶ 朝ずば会 愛知県 0:34:33

39 1248 服部　剛士 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｼ 京都府 0:34:40

40 1236 山田　裕康 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 愛知マスターズ 愛知県 0:34:41

41 1204 森岡　愁哉 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳﾔ 能登川高等学校 滋賀県 0:34:41

42 1258 大石　淳二 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 刈谷ランナーズ 愛知県 0:34:51

43 1234 中村　善行 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 滋賀県 0:35:00

44 1266 川上　謙太 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ 城山ＡＣ親父会 石川県 0:35:26

45 1230 谷本　靖忠 ﾀﾆﾓﾄ ﾔｽﾀﾀﾞ ＩＮ．ＣＯＸ 滋賀県 0:36:18

46 1201 山賀　昌司 ﾔﾏｶﾞ ﾏｻｼ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:36:20

47 1246 田中　竜太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 滋賀県 0:36:50

48 1239 山地　勝利 ﾔﾏｼﾞ ｶﾂﾄｼ 大阪府 0:36:55

49 1240 西村　正道 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 昭建 滋賀県 0:37:00

50 1229 大橋　政之 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 0:37:18

51 1235 植道　真一 ｳｴﾐﾁ ｼﾝｲﾁ 滋賀県 0:37:59

52 1253 畠中　隆介 ﾊﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ 滋賀県 0:38:06

53 1264 藤原　俊輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県 0:38:39

54 1238 清水　哲之 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾕｷ 滋賀県 0:39:11

55 1254 岡田　宏一 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 三重県 0:41:05
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 一般男子B 4Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1306 四方　悠瑚 ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 立命館大学 滋賀県 0:13:18

2 1304 近藤　俊 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 立命館大学 滋賀県 0:13:28

3 1356 佐藤　佑 ｻﾄｳ ﾕｳ Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 愛知県 0:13:51

4 1345 西村　彰範 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 石川県 0:13:52

5 1339 瀬古　優太 ｾｺ ﾕｳﾀ 京都府 0:13:56

6 1328 杉田　祐弥 ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ 東三河ＡＣ 愛知県 0:14:09

7 1320 山嵜　貴洋 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知アスリート 愛知県 0:14:13

8 1344 大高　達典 ｵｵﾀｶ ﾀﾂﾉﾘ 能代山本陸協 神奈川県 0:14:26

9 1324 廣瀬　慈英 ﾋﾛｾ ｼﾞｴｲ 北大津高等学校 滋賀県 0:14:38

10 1326 東條　駿翼 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｽｹ 北大津高等学校 滋賀県 0:14:38

11 1321 岡田　明毅 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 立命館守山高等学校 京都府 0:14:42

12 1343 長田　敏宏 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 物見山クラブ 石川県 0:14:58

13 1322 瀬戸　翼 ｾﾄ ﾂﾊﾞｻ 立命館守山高等学校 滋賀県 0:15:12

14 1357 金子　茂 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ ＥＴジュニア 山形県 0:15:37

15 1325 澤井　凱 ｻﾜｲ ｶｲ 北大津高等学校 滋賀県 0:15:37

16 1342 三浦　敬央 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 物見山クラブ 石川県 0:15:38

17 1317 板倉　黎 ｲﾀｸﾗ ﾚｲ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:15:38

18 1352 高木　靖幸 ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ ＪＦＥ西日本 広島県 0:15:39

19 1336 奥田　邦治 ｵｸﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ 京都府 0:15:39

20 1312 西川　裕太 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:15:43

21 1305 田辺　晃輝 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 立命館大学 大阪府 0:15:58

22 1346 雜賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 龍谷大学 滋賀県 0:16:01

23 1358 藤澤　繁樹 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｹﾞｷ 福井県 0:16:20

24 1311 出口　航大 ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:24

25 1333 水谷　泰彦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲｹﾞﾝ 羽島中学校教員 岐阜県 0:16:30

26 1307 岩井　星澄 ｲﾜｲ ｾｲﾄ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:30

27 1330 川上　耕生 ｶﾜｶﾐ ｺｳｾｲ 高山工業高等学校 岐阜県 0:16:34

28 1313 竹山　輝 ﾀｹﾔﾏ ﾋｶﾙ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:44

29 1310 宮地　想真 ﾐﾔｼﾞ ｿｳﾏ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:45

30 1350 水田　雅之 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 0:16:47
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 一般男子B 4Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

31 1314 瀬河　鳳 ｾｶﾞﾜ ﾎｳ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:51

32 1329 川上　登 ｶﾜｶﾐ ﾉﾎﾞﾙ 高山陸協 岐阜県 0:16:51

33 1355 杉原　和広 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 城山ＡＣ 石川県 0:17:13

34 1347 松原　一功 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｯｺｳ 京都府 0:17:26

35 1309 東嶋　紘佑 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:27

36 1315 橋本　尽人 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞﾝ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:30

37 1316 岡野　翼 ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:43

38 1318 田岡　優冴 ﾀｵｶ ﾕｳｺﾞ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:46

39 1354 小川　浩保 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ 京都府 0:18:04

40 1351 林　能士 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ マックスバリュ 滋賀県 0:18:30

41 1319 住友　祐輝 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:38

42 1340 宮本　肇 ﾐﾔﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 京都府 0:18:41

43 1303 金戸　貴宏 ｷﾝﾄ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県 0:19:01

44 1334 池田　大地 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 羽島中学校教員 岐阜県 0:22:06

45 1353 滝山　泰教 ﾀｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 京都府 0:22:12

46 1337 高橋　正樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 滋賀県 0:23:44

47 1348 中村　淳一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 0:24:55

48 1338 丹治　光彦 ﾀﾝｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ 滋賀県 0:25:29

49 1349 関　秀亮 ｾｷ ﾋﾃﾞｱｷ 京都府 0:25:44
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 367 村尾　雄己 ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:07

2 283 帰山　侑大 ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 桐生清流中学校 群馬県 0:09:19

3 349 山下　結 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 富雄南中学校 奈良県 0:09:20

4 248 東泉　大河 ﾄｳｾﾝ ﾀｲｶﾞ 栃木県三島中学校 栃木県 0:09:23

5 43 定塚　利心 ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ 中能登中学校 石川県 0:09:27

6 9 倉本　晃羽 ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾊ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:09:28

7 30 友村　輝 ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中学校 広島県 0:09:29

8 55 長屋　匡起 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 雄山中学校 富山県 0:09:29

9 333 黒岩　勇禅 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 越生中学校 埼玉県 0:09:29

10 180 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 船岡中学校 滋賀県 0:09:30

11 31 正畑　圭悟 ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中学校 広島県 0:09:30

12 255 児島　雄一郎 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 羽ノ浦中学校 徳島県 0:09:30

13 194 鳥井　健太 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:09:32

14 387 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:32

15 6 大村　良紀 ｵｵﾑﾗ ﾖｼｷ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:32

16 220 斎藤　将也 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 大野市陽明中学校 福井県 0:09:32

17 126 伴　遼典 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳｽｹ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:09:33

18 79 山田　修人 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 井村ＲＣ 岡山県 0:09:33

19 27 宮本　陽叶 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 泉川中学校 京都府 0:09:33

20 139 吉中　祐太 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 向洋中学校 山口県 0:09:33

21 29 菅原　昇真 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中学校 広島県 0:09:35

22 361 西川　昂希 ﾆｼｶﾜ ｺｳｷ 裾野西中学校 静岡県 0:09:35

23 225 吉田　敬祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 中央中学校 福井県 0:09:35

24 337 松田　拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 裾野市立東中学校 静岡県 0:09:35

25 360 西川　直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 裾野西中学校 静岡県 0:09:36

26 206 吉村　聡介 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｽｹ ＴＳＭ 愛知県 0:09:37

27 119 倉橋　慶 ｸﾗﾊｼ ｹｲ 香芝市立香芝東中学校 奈良県 0:09:37

28 262 溜池　一太 ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 野洲北中学校 滋賀県 0:09:38

29 321 菊地　道登 ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 大江中学校 山形県 0:09:40

30 226 山口　真聖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 武生第二中学校 福井県 0:09:42
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

31 363 金高　哲哉 ｷﾝﾀｶ ﾃﾂﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:42

32 140 田中　裕一朗 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:09:42

33 215 日比野　陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:43

34 267 丹治　光太郎 ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 彦根西中学校 滋賀県 0:09:43

35 80 水野　健太 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:09:43

36 314 高森　そら ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ 魚津西部中学校 富山県 0:09:44

37 10 福田　直瑛 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｱｷ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:09:44

38 330 野崎　健太朗 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 七尾中学校 石川県 0:09:44

39 56 栁原　颯太 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 雄山中学校 富山県 0:09:44

40 223 黒葛野　瑞希 ﾂﾂﾞﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 園田中学校 兵庫県 0:09:47

41 356 宮村　友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:47

42 342 阿戸　将太朗 ｱﾄﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都御池中学校 京都府 0:09:48

43 8 杉浦　蒼太 ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾀ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:48

44 257 加藤　優弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 羽島中学校 岐阜県 0:09:48

45 254 横佐古　祐斗 ﾖｺｻｺ ﾋﾛﾄ 池田中学校 徳島県 0:09:50

46 165 新海　弘一朗 ｼﾝｶｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 知立中学校 愛知県 0:09:50

47 204 広井　隆寿 ﾋﾛｲ ﾀｶﾋｻ ＴＳＭ 愛知県 0:09:50

48 217 安島　莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:51

49 224 西森　市直 ﾆｼﾓﾘ ｲﾂｷ 園田中学校 兵庫県 0:09:52

50 272 阿部　元飛 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:09:52

51 228 森　和翔 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ 足羽中学校 福井県 0:09:52

52 113 山口　月暉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:09:52

53 303 熊谷　修也 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:09:53

54 306 北野　鉄朗 ｷﾀﾉ ﾃﾂﾛｳ 函館市立桔梗中学校 北海道 0:09:53

55 244 阿知和　優汰 ｱﾁﾜ ﾕｳﾀ 愛知陸上競技協会 愛知県 0:09:54

56 230 山本　晃大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 武生第二中学校 福井県 0:09:54

57 101 仲井　蓮人 ﾅｶｲ ﾚﾝﾄ 羽田中学校 愛知県 0:09:54

58 142 宮出　誠大 ﾐﾔﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:09:54

59 240 柳生　琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ 香川レーシングチーム 香川県 0:09:55

60 247 土赤　本気 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中学校 長野県 0:09:55
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

61 4 柳原　達哉 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:55

62 95 近田　陽路 ｺﾝﾀﾞ ﾋﾛ 羽田中学校 愛知県 0:09:56

63 374 米田　勇輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 八木中学校 奈良県 0:09:56

64 324 松野　陸 ﾏﾂﾉ ﾘｸ 七尾中学校 石川県 0:09:57

65 245 中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 赤羽根中学校 愛知県 0:09:57

66 351 大呂　青葉 ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ 鳥取県 0:09:58

67 216 髙木　崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:58

68 352 髙倉　侃斗 ﾀｶｸﾗ ｶﾝﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:59

69 284 本島　尚緒 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中学校 長野県 0:09:59

70 269 武江　淳樹 ﾀｹｴ ｱﾂｷ 牧中学校 新潟県 0:09:59

71 16 新田　涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:09:59

72 82 松田　幸大 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 芳泉中学校 岡山県 0:10:00

73 58 山本　皐斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 雄山中学校 富山県 0:10:01

74 285 益山　颯琉 ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 遠山中学校 長野県 0:10:01

75 250 荒井　裕太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:02

76 207 平井　翼 ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ ＴＳＭ 愛知県 0:10:02

77 317 濱野　捷多 ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 千代台陸上スクール 北海道 0:10:03

78 111 太田　駿 ｵｵﾀ ｼｭﾝ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:10:03

79 282 中野　裕太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 彦根市立中央中学校 滋賀県 0:10:04

80 304 高谷　夢樹 ﾀｶﾔ ﾕﾒｷ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:10:04

81 76 嘉良戸　翔太 ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:05

82 305 福井　陽仁 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:10:05

83 281 尾島　大輝 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京産大附属中学校 京都府 0:10:05

84 84 田中　視陽 ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 芳泉中学校 岡山県 0:10:05

85 70 柳瀬　瑛叶 ﾔﾅｾ ｴｲﾄ 大沢野中学校 富山県 0:10:05

86 388 市川　侑生 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 枚方第二中学校 大阪府 0:10:06

87 373 古井　達輝 ﾌﾙｲ ﾀﾂｷ 江陽中学校 京都府 0:10:06

88 350 平井　迅 ﾋﾗｲ ｼﾞﾝ チームピーマン 京都府 0:10:06

89 393 森山　摩周 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｼｭｳ 今帰仁中学校 沖縄県 0:10:06

90 74 八木　宏樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:06
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91 78 山口　倫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:06

92 11 篠﨑　大地 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:06

93 64 新家　蒼吾 ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ 茨木西中学校 大阪府 0:10:06

94 12 芝田　翼 ｼﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:08

95 344 大東　賢司 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 伊丹市立東中学校 兵庫県 0:10:09

96 5 鈴木　怜 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:09

97 251 加藤　勝己 ｶﾄｳ ｼｮｳｷ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:10

98 60 勝　琉斗 ｶﾂ ﾘｭｳﾄ 茨木西中学校 大阪府 0:10:11

99 229 細田　峰生 ﾎｿﾀﾞ ﾎｳｾｲ 足羽第一中学校 福井県 0:10:11

100 234 加藤　蒼翔 ｶﾄｳ ｱｵﾄ 中央中学校 福井県 0:10:11

101 133 北村　太一 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲﾁ 米原中学校 滋賀県 0:10:11

102 222 山内　彬徳 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾉﾘ 大野市陽明中学校 福井県 0:10:12

103 73 八百原　隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:12

104 17 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾑ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:12

105 348 山田　彪斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ 日進西中学校 愛知県 0:10:12

106 14 平田　凛太朗 ﾋﾗﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:12

107 66 藤居　嵐 ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ 茨木西中学校 大阪府 0:10:12

108 379 對中　天晟 ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:10:12

109 235 前田　透海 ﾏｴﾀﾞ ﾄｱ 中央中学校 福井県 0:10:12

110 259 高木　丈太朗 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 羽島中学校 岐阜県 0:10:12

111 13 新開　翔太 ｼﾝｶｲ ｼｮｳﾀ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:13

112 227 水上　流輝亜 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｷｱ 武生第二中学校 福井県 0:10:14

113 375 佐々木　祐弥 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:14

114 353 小林　想 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 智頭中学校 鳥取県 0:10:15

115 117 東田　大輝 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:15

116 149 井詰　陽心 ｲﾂﾞﾒ ﾖｳｼﾝ 大住中学校 京都府 0:10:16

117 153 岡部　祥悟 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東大寺学園中学校 奈良県 0:10:17

118 75 大西　柊太朗 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:17

119 307 栗本　航希 ｸﾘﾓﾄ ｺｳｷ 羽島中学校 岐阜県 0:10:17

120 141 寄田　季臣 ｷﾀﾞ ﾄｷｵﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:18



5／11

BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

121 392 堂本　稜 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｮｳ 横浜市立中山中学校 神奈川県 0:10:18

122 120 山﨑　尊琉 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ 聖徳中学校 滋賀県 0:10:18

123 315 纓坂　倭人 ｵｻﾞｶ ﾔﾏﾄ 魚津東部中学校 富山県 0:10:19

124 93 川村　寛太 ｶﾜﾑﾗ ｶﾝﾀ 羽田中学校 愛知県 0:10:19

125 92 柳原　裕次郎 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 羽田中学校 愛知県 0:10:19

126 370 眞田　樹心 ｻﾅﾀﾞ ｷｼﾝ 高浜中学校 愛知県 0:10:19

127 347 東野　泰成 ﾋｶﾞｼﾉ ﾔｽﾅﾘ 大阪市立蒲生中学校 大阪府 0:10:19

128 274 今泉　雄樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:20

129 186 尾崎　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:20

130 327 新野　琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ 七尾中学校 石川県 0:10:20

131 238 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:21

132 325 山本　陽輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 七尾中学校 石川県 0:10:21

133 279 東野　博人 ﾋｶﾞｼﾉ ﾋﾛﾋﾄ 麗澤瑞浪中学校 岐阜県 0:10:21

134 266 溝口　銀二 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｷﾞﾝｼﾞ 菰野中学校 三重県 0:10:22

135 261 塩谷　知己 ｴﾝﾔ ｻﾄｷ 羽島中学校 岐阜県 0:10:22

136 233 籠谷　峻太郎 ｶｺﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 武生第二中学校 福井県 0:10:22

137 371 乾　遥斗 ｲﾇｲ ﾊﾙﾄ 伊丹南中学校 兵庫県 0:10:22

138 311 豊島　寛規 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 羽島中学校 岐阜県 0:10:23

139 213 ストウ　ナオキ ｽﾄｳ ﾅｵｷ 西濃クラブ 岐阜県 0:10:23

140 308 織橋　巧 ｵﾘﾊｼ ﾀｸﾐ 羽島中学校 岐阜県 0:10:23

141 340 佐藤　匡隼 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾔ 府中市立府中第二中学校 東京都 0:10:23

142 386 新谷　遼平 ｼﾝﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:23

143 290 澤田　航歩 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 高岡市立福岡中学校 富山県 0:10:24

144 362 村山　佳駿 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:25

145 239 堀田　匠和 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:25

146 185 竹田　大輔 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:25

147 1 右遠　大輝 ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高陽中学校 岡山県 0:10:26

148 7 新間　圭 ｼﾝﾏ ｹｲ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:26

149 32 川井　陸久斗 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 三原第五中学校 広島県 0:10:26

150 253 安村　一真 ﾔｽﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 茨木市立太田中学校 大阪府 0:10:27
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151 94 伊藤　勇士 ｲﾄｳ ﾕｳｼ 羽田中学校 愛知県 0:10:27

152 293 谷城　勇気 ﾀﾆｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:10:28

153 151 岸本　来夏 ｷｼﾓﾄ ﾗｲｶ 今帰仁中学校 沖縄県 0:10:28

154 278 森田　澪耀 ﾓﾘﾀ ﾚｲｱ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:29

155 292 福山　築 ﾌｸﾔﾏ ｷｽﾞｸ 京都府 0:10:29

156 2 河本　篤哉 ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 高陽中学校 岡山県 0:10:29

157 35 田坂　蒼生 ﾀｻｶ ｱｵｲ 三原第五中学校 広島県 0:10:29

158 232 山形　一誠 ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 灯明寺中学校 福井県 0:10:30

159 201 国本　丈司 ｸﾆﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:10:31

160 26 石原　葵志 ｲｼﾊﾗ ｱｵｼ 富山市立南部中学校 富山県 0:10:31

161 34 原田　寛尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 三原第五中学校 広島県 0:10:31

162 242 上畑　陸 ｳｴﾊﾀ ﾘｸ ＵＡＣ 和歌山県 0:10:32

163 81 菅野　雅史 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 芳泉中学校 岡山県 0:10:32

164 339 関野　大空 ｾｷﾉ ｿﾗ 裾野市立東中学校 静岡県 0:10:32

165 264 竹花　翔太 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田市立丸子中学校 長野県 0:10:32

166 59 山本　要 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾒ 雄山中学校 富山県 0:10:32

167 112 村田　麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:10:32

168 389 廣瀬　朔太郎 ﾋﾛｾ ｻｸﾀﾛｳ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:33

169 18 德川　新之助 ﾄｸｶﾞﾜ ﾄｸｶﾞﾜ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:34

170 88 嘉数　大雅 ｶｽｳ ﾀｲｶﾞ 芳泉中学校 岡山県 0:10:34

171 208 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ ＴＳＭ 愛知県 0:10:34

172 160 徳村　智成 ﾄｸﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 日吉中学校 滋賀県 0:10:34

173 372 西山　晴翔 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 伊丹南中学校 兵庫県 0:10:35

174 57 山本　直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 雄山中学校 富山県 0:10:35

175 231 高橋　拓夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 春江中学校 福井県 0:10:35

176 69 橋本　崇人 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾄ 大沢野中学校 富山県 0:10:35

177 323 坂元　南紬太 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕﾀ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:10:36

178 345 中野　大夢 ﾅｶﾉ ﾋﾕｳ 守山市立守山中学校 滋賀県 0:10:36

179 136 喜田　悠友 ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 米原中学校 滋賀県 0:10:37

180 184 石黒　太地 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲﾁ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:37
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181 183 西尾　康介 ﾆｼｵ ｺｳｽｹ 水口東中学校 滋賀県 0:10:37

182 144 井坂　涼太郎 ｲｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:37

183 354 岡田　空琉 ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 智頭中学校 鳥取県 0:10:37

184 50 中田　晴斗 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 雄山中学校 富山県 0:10:38

185 295 山口　東輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:10:38

186 121 狩野　貴行 ｶﾉ ﾀｶﾕｷ 聖徳中学校 滋賀県 0:10:39

187 15 宮本　祥吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 氷見市立北部中学校 富山県 0:10:39

188 195 角谷　和磨 ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:10:39

189 145 宮村　駿輔 ﾐﾔﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:10:39

190 143 奈良　脩介 ﾅﾗ ｼｭｳｽｹ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:39

191 65 西辻　莞悟 ﾆｼﾂｼﾞ ｲｵﾘ 茨木西中学校 大阪府 0:10:39

192 380 岡田　佳悟 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:10:40

193 287 小池　莉希 ｺｲｹ ﾘｷ 高陵中学校 長野県 0:10:40

194 87 吉田　匠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

195 147 新木　淳太 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:10:41

196 83 長﨑　陽生 ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾙｷ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

197 90 草刈　飛源 ｸｻｶﾘ ﾋｹﾞﾝ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

198 236 渋谷　大和 ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:42

199 369 森田　えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:42

200 115 若松　寛大 ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:42

201 77 片山　蒼大 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:42

202 271 髙橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:42

203 241 柴崎　幹也 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 山形県 0:10:43

204 277 前田　祥吾 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:43

205 276 大澤　昇悟 ｵｵｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:43

206 322 向島　央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 清水第一中学校 静岡県 0:10:43

207 355 松井　七星 ﾏﾂｲ ﾅﾅｾｲ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:44

208 326 多嶋　結太 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 七尾中学校 石川県 0:10:45

209 221 野口　滉仁 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 大野市陽明中学校 福井県 0:10:46

210 328 白井　新大 ｼﾗｲ ｱﾗﾀ 七尾中学校 石川県 0:10:46
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211 391 宮田　桜爾 ﾐﾔﾀ ｵｳｼﾞ 京都市立桂川中学 京都府 0:10:46

212 331 豊島　楓也 ﾄﾖｼﾏ ﾌｳﾔ 七尾中学校 石川県 0:10:46

213 275 丹泰　大輝 ﾀﾝﾀｲ ﾀﾞｲｷ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:47

214 134 佃　勇亮 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 米原中学校 滋賀県 0:10:47

215 168 都築　颯太 ﾂﾂﾞｷ ｿｳﾀ 城山中学校 滋賀県 0:10:47

216 61 近藤　恭志郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｼﾛｳ 茨木西中学校 大阪府 0:10:48

217 156 河合　陸利 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 東大寺学園中学 奈良県 0:10:48

218 319 岡田　大樹 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:10:49

219 21 志田　岬大 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:10:49

220 343 中嶋　亮太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:10:51

221 135 西村　将 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 米原中学校 滋賀県 0:10:51

222 286 羽生　大起 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 高陵中学校 長野県 0:10:52

223 127 田中　将玖 ﾀﾅｶ ｼｮｳｸ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:10:52

224 365 永藤　海斗 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:53

225 357 表　紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:53

226 71 石井　翔 ｲｼｲ ｶｹﾙ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:55

227 89 吉冨　陽太 ﾖｼﾄﾐ ﾋﾅﾀ 芳泉中学校 岡山県 0:10:55

228 166 杉浦　晴人 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ 知立中学校 愛知県 0:10:55

229 158 坂元　一耀 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 東大寺学園中学 奈良県 0:10:56

230 346 谷　尚紀 ﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪府 0:10:56

231 359 熊本　拓海 ｸﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:58

232 366 小林　大羽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾊ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:59

233 205 編笠屋　有希 ｱﾐｶﾞｻﾔ ﾕｳｷ ＴＳＭ 愛知県 0:10:59

234 118 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:59

235 265 大神　健太 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 上田市立丸子中学校 長野県 0:11:00

236 214 小川　大智 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:00

237 163 中西　柊樹 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｷ 日吉中学校 滋賀県 0:11:00

238 173 北川　銀次郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 八条中学校 京都府 0:11:01

239 258 谷口　雄汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 羽島中学校 岐阜県 0:11:01

240 289 山田　隼輔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中学校 長野県 0:11:01
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241 46 西村　光稀 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 中能登中学校 石川県 0:11:02

242 187 小山　凌成 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 和田中学校 京都府 0:11:02

243 171 玉野　篤輝 ﾀﾏﾉ ｱﾂｷ 池田中学校 大阪府 0:11:02

244 270 小島　健士朗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾛｳ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:11:02

245 181 小西　梢太 ｺﾆｼ ｿｳﾀ 船岡中学校 滋賀県 0:11:02

246 104 鈴木　佑絃 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 米原市立双葉中学校 滋賀県 0:11:02

247 368 梅田　一陽 ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:03

248 154 鎗居　憲正 ﾔﾘｲ ｹﾝｾｲ 東大寺学園中学 奈良県 0:11:04

249 25 立花　行陽 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳﾖｳ 富山市立南部中学校 富山県 0:11:05

250 63 中嶋　流人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 茨木西中学校 大阪府 0:11:06

251 182 髙橋　拳太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 葉山中学校 滋賀県 0:11:06

252 246 小久保　蒼大 ｺｸﾎﾞ ｿｳﾀ 愛知陸上競技協会 愛知県 0:11:07

253 377 河藤　啓悟 ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:07

254 384 加賀田　理元 ｶｶﾞﾀ ﾘﾁｶ 智頭中学校 鳥取県 0:11:07

255 161 石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 日吉中学校 滋賀県 0:11:08

256 51 藤井　悠生 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 雄山中学校 富山県 0:11:09

257 291 大田　真優 ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ 城山中学校 富山県 0:11:11

258 268 中山　源己 ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 城山中学校 富山県 0:11:11

259 218 今井　亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 立命館守山中学校 滋賀県 0:11:13

260 138 角田　大心 ｽﾐﾀﾞ ﾀｲｼﾝ 米原中学校 滋賀県 0:11:13

261 364 土井　琉遠 ﾄﾞｲ ﾘｵﾝ 花山中学校 京都府 0:11:13

262 210 林　壱成 ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ ＴＳＭ 愛知県 0:11:14

263 86 原田　樹 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂｷ 芳泉中学校 岡山県 0:11:15

264 157 大庭　直也 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 東大寺学園中学 奈良県 0:11:15

265 252 宮下　尚次朗 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:15

266 36 中野　瑞穂 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞﾎ 三原第五中学校 広島県 0:11:15

267 102 荒津　陽大 ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ 羽田中学校 愛知県 0:11:16

268 108 服部　志雄 ﾊｯﾄﾘ ｼﾕｳ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:16

269 47 田幡　有海 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾙﾐ 中能登中学校 石川県 0:11:16

270 341 安田　侑弥 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 大阪市立蒲生中学校 大阪府 0:11:16
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271 52 藤畑　聡汰 ﾌｼﾞﾊﾀ ｿｳﾀ 雄山中学校 富山県 0:11:17

272 128 北谷　大翔 ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛﾄ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:18

273 256 竹内　暖 ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 立科中学校 長野県 0:11:19

274 309 上間　康世 ｼﾞｮｳﾏ ｺｳｾ 羽島中学校 岐阜県 0:11:20

275 288 梅原　悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中学校 長野県 0:11:20

276 209 林　凌楽 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ ＴＳＭ 愛知県 0:11:20

277 179 山田　健心 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 船岡中学校 滋賀県 0:11:21

278 28 佐脇　範英 ｻﾜｷ ﾊﾝｴｲ 泉川中学校 京都府 0:11:22

279 123 西川　洸志 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼ 聖徳中学校 滋賀県 0:11:22

280 132 藤谷　岳瑠 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:22

281 103 浪崎　友嘉 ﾅﾐｻｷ ﾄﾓﾖｼ 羽田中学校 愛知県 0:11:23

282 41 菅原　卓真 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 三原第五中学校 広島県 0:11:23

283 105 金田　樹生 ｶﾈﾀﾞ ｲﾂｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:24

284 137 川畑　瑠斗 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 米原中学校 滋賀県 0:11:26

285 212 須藤　晃平 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:27

286 382 塩見　颯良 ｼｵﾐ ｿﾗ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:27

287 122 稲葉　良雅 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 聖徳中学校 滋賀県 0:11:27

288 383 三木　悠也 ﾐｷ ﾕｳﾔ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:28

289 280 早瀬　智一 ﾊﾔｾ ﾄﾓｶｽﾞ 城山中学校 富山県 0:11:29

290 146 伏木　朱羅 ﾌｼｷ ｼｭﾗ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:11:29

291 260 岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 羽島中学校 岐阜県 0:11:29

292 45 山本　航也 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 中能登中学校 石川県 0:11:30

293 385 大山　裕太 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 京都市立桂川中学校 京都府 0:11:30

294 211 上村　空夢 ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ ＴＳＭ 愛知県 0:11:32

295 167 徳野　眞大 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 城山中学校 滋賀県 0:11:33

296 320 小坂　春希 ｺｻｶ ﾊﾙｷ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:36

297 310 奥田　祐一郎 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 羽島中学校 岐阜県 0:11:36

298 20 佐久間　一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山市立南部中学校 富山県 0:11:36

299 85 横田　昂弥 ﾖｺﾀ ｺｳﾔ 芳泉中学校 岡山県 0:11:38

300 301 伊藤　世偲 ｲﾄｳ ﾖｼﾉ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:11:38
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

301 106 小林　元気 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:39

302 202 脇田　尚季 ﾜｷﾀ ﾅｵｷ 比叡山中学校 滋賀県 0:11:40

303 49 滝川　芭也人 ﾀｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 雄山中学校 富山県 0:11:41

304 318 住矢　晴亮 ｽﾐﾔ ﾊﾙｽｹ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:43

305 48 泉野　慶成 ｲｽﾞﾐﾉ ｹｲｾｲ 雄山中学校 富山県 0:11:44

306 42 岡野　亘稀 ｵｶﾉ ｺｳｷ 三原第五中学校 広島県 0:11:46

307 148 朝日　柊 ｱｻﾋ ｼｭｳ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:11:46

308 172 山岡　良 ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳ 八条中学校 京都府 0:11:46

309 130 中西　秀幸 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:47

310 174 西村　京 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳ 八条中学校 京都府 0:11:48

311 376 川西　直人 ｶﾜﾆｼ ﾅｵﾄ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:11:49

312 54 東﨑　健斗 ﾄｳｻﾞｷ ｹﾝﾄ 雄山中学校 富山県 0:11:51

313 336 飯沼　達輝 ｲｲﾇﾏ ﾀﾂｷ 神戸中学校 岐阜県 0:11:56

314 116 谷　和輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:11:58

315 155 小田切　悠采 ｵﾀﾞｷﾘ ﾕｳﾄ 東大寺学園中学校 奈良県 0:11:59

316 162 北村　健斗 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 日吉中学校 滋賀県 0:12:03

317 170 佐藤　史弥 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 池田中学校 大阪府 0:12:04

318 175 藤田　大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 八条中学校 京都府 0:12:05

319 178 西田　文哉 ﾆｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 船岡中学校 滋賀県 0:12:05

320 62 田上　桜史郎 ﾀｶﾞﾐ ｵｳｼﾛｳ 茨木西中学校 大阪府 0:12:07

321 124 中根　健太 ﾅｶﾈ ｹﾝﾀ 聖徳中学校 滋賀県 0:12:10

322 107 七里　栄則 ｼﾁﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:14

323 19 川倉　伊尊 ｶﾜｸﾗ ｲﾀｶ 富山市立南部中学校 富山県 0:12:14

324 23 桃井　大成 ﾓﾓﾉｲ ﾀｲｾｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:12:20

325 190 一水　和樹 ｲﾁﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 和田中学校 京都府 0:12:23

326 129 周防　拓磨 ｽｵｳ ﾀｸﾏ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:35

327 191 清田　愛樹 ｷﾖﾀ ｱｲｷ 和田中学校 京都府 0:12:55

328 176 中村　一輝 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 八条中学校 京都府 0:13:09

329 109 松岡　海希 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:13:10

330 219 関本　匡太 ｾｷﾓﾄ ｷｮｳﾀ 立命館守山中学校 滋賀県 0:13:32

331 125 小池　海理 ｺｲｹ ｶｲﾘ 聖徳中学校 滋賀県 0:13:35

332 24 黒崎　陽平 ｸﾛｻｷ ﾖｳﾍｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:13:43

333 22 松原　弘道 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾄﾞｳ 富山市立南部中学校 富山県 0:14:05

334 193 長﨑　睦也 ﾅｶﾞｻｷ ﾑﾂﾔ 和田中学校 京都府 0:14:05

335 192 齋藤　涼祐 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 和田中学校 京都府 0:15:11
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1697 濵口　大和 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 阿南ＪＡＣ 徳島県 0:03:07

2 1709 古沢　颯汰 ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ ＥＴジュニア 山形県 0:03:12

3 1656 山本　聖琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 吉野小学校 奈良県 0:03:12

4 1688 津田　万里 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 城山ＡＣ 石川県 0:03:13

5 1531 加嶋　翼 ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:13

6 1624 村上　硯哉 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾔ チーム橋本 京都府 0:03:13

7 1689 新木　大翔 ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 郷田小学校 広島県 0:03:14

8 1508 岸端　悠友 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:03:17

9 1710 横山　翔 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ ＥＴジュニア 山形県 0:03:19

10 1672 小泉　怜輝 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｷ 大山崎小学校 京都府 0:03:20

11 1537 山本　桜太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 鹿島ＡＣ 石川県 0:03:20

12 1574 西野　壱星 ﾆｼﾉ ｲｯｾｲ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:21

13 1662 土赤　仁義 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:22

14 1654 衣川　凌 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 長岡第八小学校 京都府 0:03:22

15 1708 青野　修也 ｱｵﾉ ｼｭｳﾔ びわこランナーズクラブ 滋賀県 0:03:23

16 1598 小倉　礼恩 ｵｸﾞﾗ ﾚｵﾝ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:23

17 1591 森口　匠真 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:23

18 1712 井上　卓海 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 浅井陸上クラブ 滋賀県 0:03:24

19 1534 有原　大貴 ｱﾘﾊﾗ ﾋﾛｷ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:24

20 1533 山本　飛翔 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾙ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:24

21 1692 川上　宇宙 ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 城山ＡＣ 石川県 0:03:25

22 1700 矢澤　秀成 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:26

23 1536 加嶋　響 ｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:26

24 1657 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 速野小学校 滋賀県 0:03:26

25 1597 小谷　歩 ｺﾀﾆ ｱﾕﾑ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:27

26 1655 吉田　琉希 ﾖｼﾀﾞ ﾙｳｷ 京都市立桂東小学校 京都府 0:03:27

27 1704 木下　斎滉 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:27

28 1661 入江　勇 ｲﾘｴ ﾕｳ 川岡ばくそく 京都府 0:03:28

29 1535 犬飼　勇人 ｲﾇｶｲ ﾊﾔﾄ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:28

30 1584 長谷川　悠吾 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺﾞ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:28
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

31 1701 玉木　輝 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:30

32 1687 野々村　海斗 ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:30

33 1553 松田　柊吾 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 米原市立大原小学校 滋賀県 0:03:31

34 1585 藤住　爽志 ﾌｼﾞｽﾐ ｿｳｼ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:31

35 1630 板倉　大和 ｲﾀｸﾗ ﾔﾏﾄ チーム橋本 京都府 0:03:31

36 1699 矢澤　颯介 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:32

37 1711 佐藤　圭哉 ｻﾄｳ ｹｲﾔ ＥＴジュニア 山形県 0:03:32

38 1690 新木　悠雅 ｼﾝｷ ﾕｳｶﾞ 郷田小学校 広島県 0:03:33

39 1506 西本　公亮 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:03:33

40 1622 木村　颯汰 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:35

41 1513 德田　泰暉 ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｷ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:35

42 1548 大瀬　晴紀 ｵｵｾ ﾊﾙｷ みやこジュニア陸上クラブ 京都府 0:03:36

43 1670 尾島　広輝 ｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 洛中小学校 京都府 0:03:36

44 1658 山本　昊良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 香川レーシングジュニア 香川県 0:03:37

45 1618 辻本　世樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ｾﾅ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:38

46 1696 吉中　航平 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ カツミ陸上 山口県 0:03:38

47 1605 一谷　優希 ｲﾁﾀﾆ ﾕｳｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:39

48 1676 田中　誉也 ﾀﾅｶ ﾖｼﾔ 寺井ジュニア 石川県 0:03:39

49 1552 石田　歩夢 ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:39

50 1545 島田　絢都 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:40

51 1538 酒井　崇史 ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ 鹿島ＡＣ 石川県 0:03:40

52 1556 東野　琉之介 ﾋｶﾞｼﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 米原市立柏原小学校 滋賀県 0:03:41

53 1602 篠原　拓己 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:41

54 1557 山﨑　温人 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂﾄ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:41

55 1561 大浦　一慶 ｵｵｳﾗ ｲｯｹｲ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:41

56 1626 脇田　樹 ﾜｷﾀ ﾀﾂｷ チーム橋本 京都府 0:03:42

57 1510 大塚　響 ｵｵﾂｶ ﾋﾋﾞｷ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:42

58 1509 青木　宗次郎 ｱｵｷ ｿｳｼﾞﾛｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:42

59 1665 長　龍悟 ﾁｮｳ ﾘｭｳｺﾞ 野洲小学校 滋賀県 0:03:42

60 1575 西野　佑飛 ﾆｼﾉ ﾕｳﾋ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:43
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

61 1612 里見　波音 ｻﾄﾐ ﾊｵﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:43

62 1683 中村　勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾀ 栗東陸上 滋賀県 0:03:43

63 1706 片桐　和真 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:43

64 1628 泉谷　健登 ｲｽﾞﾀﾆ ｹﾝﾄ チーム橋本 京都府 0:03:44

65 1515 岸本　晟 ｷｼﾓﾄ ｾｲ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:44

66 1554 富岡　亮惺 ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳｾｲ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:44

67 1551 谷口　愛悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲｺﾞ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:44

68 1636 芦田　大志 ｱｼﾀﾞ ﾀｲｼ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:45

69 1629 村上　晴哉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔ チーム橋本 京都府 0:03:45

70 1532 森田　そう ﾓﾘﾀ ｿｳ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:45

71 1631 森本　瑞生 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:45

72 1713 宮腰　瑛斗 ﾐﾔｺｼ ｴｲﾄ 滋賀県 0:03:46

73 1590 前田　新 ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:46

74 1649 大澤　啓人 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:47

75 1582 荻原　亮太朗 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:47

76 1522 酒井　悠汰 ｻｶｲ ﾕｳﾀ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:47

77 1625 白井　勇空 ｼﾗｲ ｲｿﾗ チーム橋本 京都府 0:03:47

78 1576 北村　峻也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:48

79 1664 野村　和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長浜陸上教室 滋賀県 0:03:48

80 1663 奈良岡　昇 ﾅﾗｵｶ ｼｮｳ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:48

81 1596 青木　樂来 ｱｵｷ ｶﾞｸ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:48

82 1653 田中　柳之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:48

83 1603 近成　哉汰 ﾁｶﾅﾘ ｶﾅﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:49

84 1707 土井　羚遠 ﾄﾞｲ ﾚｵﾝ 佐々木塾 京都府 0:03:49

85 1521 寺谷　孝太朗 ﾃﾗﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:50

86 1714 武田　侑和 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:50

87 1619 北川　諒 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:50

88 1677 廣瀬　翔 ﾋﾛｾ ｶｹﾙ 寺井ジュニア 石川県 0:03:51

89 1568 青木　晴大 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:51

90 1527 要石　光琉 ｶﾅﾒｲｼ ﾋｶﾙ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:51
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●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

91 1601 大平　修真 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳﾏ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:51

92 1667 竹内　知 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓ 本能クラブ 京都府 0:03:52

93 1702 樋屋　大和 ﾋｵｸ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:53

94 1646 田代　恵土 ﾀｼﾛ ｱﾔﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:53

95 1549 松本　侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:53

96 1616 井上　澄和 ｲﾉｳｴ ﾄﾜ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:53

97 1555 伊藤　奎太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:53

98 1572 安積　紫音 ｱｽﾞﾐ ｼｵﾝ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:54

99 1569 髙橋　恩来 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾙ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:54

100 1581 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:55

101 1685 石田　遥士 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:55

102 1660 青山　空矢 ｱｵﾔﾏ ｸｳﾔ 大津市立南郷小学校 滋賀県 0:03:55

103 1682 長谷川　志音 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:56

104 1600 中切　環 ﾅｶｷﾞﾘ ﾀﾏｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:56

105 1541 上仲　悠生 ｳｴﾅｶ ﾕｳｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:56

106 1594 酒井　照久 ｻｶｲ ﾃﾙﾋｻ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

107 1609 川上　大智 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:57

108 1567 小西　一暉 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:57

109 1543 山名　悠貴 ﾔﾏﾅ ﾕｳｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

110 1586 菅原　唯悟 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻﾄ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:58

111 1634 堤　琉空 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｸ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:58

112 1512 武甕　亘平 ﾀｹﾐｶ ｺｳﾍｲ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:59

113 1595 田口　淳志 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:59

114 1607 上嶋　煌心 ｳｴｼﾏ ｺｳｼﾝ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:59

115 1623 佐藤　煉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

116 1583 竹間　龍聖 ﾁｸﾏ ﾘｭｳｾｲ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:59

117 1620 北野　皓久 ｷﾀﾉ ﾃﾙﾋｻ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

118 1566 野村　仁人 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:59

119 1637 前﨑　龍来 ﾏｴｻﾞｷ ﾘｭｳｸ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

120 1599 山田　胡太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:00
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　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース
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●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

121 1570 岩井　優虎 ｲﾜｲ ﾕｳﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:00

122 1675 間瀬　優雅 ﾏｾ ﾕｳｶﾞ 物見山ジュニア 石川県 0:04:01

123 1606 森川　瑛太 ﾓﾘｶﾜ ｴｲﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:01

124 1539 小島　成陽 ｺｼﾞﾏ ﾅﾙﾋ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:01

125 1528 北脇　匠 ｷﾀﾜｷ ﾀｸﾐ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:02

126 1558 山本　流希陽 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｷｱ 米原市立柏原小学校 滋賀県 0:04:02

127 1559 松居　嘉壱 ﾏﾂｲ ｶｲﾁ 米原市立伊吹小学校 滋賀県 0:04:02

128 1589 谷田　潤哉 ﾀﾆﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:02

129 1525 猪飼　逞光 ｲｶｲ ﾀｸﾐ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:02

130 1608 谷井　秋星 ﾀﾆｲ ｱｷﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:03

131 1564 北川　翼 ｷﾀｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:03

132 1593 伊東　侑良 ｲﾄｳ ﾕｳﾗ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:03

133 1614 鈴木　佑岳 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:04

134 1540 安田　悠人 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:04

135 1565 福永　遥人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:04

136 1638 村田　珀人 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾈ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:05

137 1579 嶋田　涼佑 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:05

138 1644 綿本　猛虎 ﾜﾀﾓﾄ ﾀｹﾄﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:05

139 1679 廣瀬　凱 ﾋﾛｾ ｶｲ 寺井ジュニア 石川県 0:04:06

140 1588 谷田　燎哉 ﾀﾆﾀﾞ ﾘﾖｳﾔ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:06

141 1577 今井　真敬 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:06

142 1542 鈴木　励治 ｽｽﾞｷ ﾚｲｼﾞ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:07

143 1523 中谷　飛暖 ﾅｶﾀﾆ ﾄｱ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:07

144 1610 内田　裕斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:07

145 1573 野村　和生 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:08

146 1694 井上　絢仁 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾄ 長等小学校 滋賀県 0:04:08

147 1635 稲垣　徹平 ｲﾅｶﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:09

148 1666 香月　奏翔 ｶﾂｷ ｶﾅﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:09

149 1668 宮本　一冴 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｻ 京都府 0:04:09

150 1560 大菅　瑠伊 ｵｵｽｶﾞ ﾙｲ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:10
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主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース
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【部門】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

151 1674 畑本　暁翔 ﾊﾀﾓﾄ ｱｷﾄ 物見山ジュニア 石川県 0:04:10

152 1613 中野　誉一 ﾅｶﾉ ﾖｲﾁ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:11

153 1632 佐伯　悠吾 ｻｲｷ ﾕｳｺﾞ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:11

154 1669 久保　修虎 ｸﾎﾞ ｼｭｳﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:11

155 1633 橋本　樹 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:11

156 1562 谷　遥翔 ﾀﾆ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:12

157 1504 田井中　陸 ﾀｲﾅｶ ﾘｸ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:12

158 1514 上田　恭吾 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺﾞ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:12

159 1611 河井　央祐 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:12

160 1681 長谷川　流斗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 石部小学校 滋賀県 0:04:13

161 1673 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:13

162 1526 奧村　聞 ｵｸﾑﾗ ﾓﾝ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:13

163 1640 小川　祥 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:13

164 1587 岡田　獅恩 ｵｶﾀﾞ ｼｵﾝ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:14

165 1659 青山　航也 ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ 大津市立南郷小学校 滋賀県 0:04:14

166 1511 齋藤　清一郎 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:14

167 1530 髙橋　琉希 ﾀｶﾊｼ ﾙｷ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:14

168 1648 山根　篤也 ﾔﾏﾈ ｱﾂﾔ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:15

169 1547 金本　歩輝 ｶﾈﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:15

170 1507 羽田野　誠大 ﾊﾀﾉ ｾｲﾀ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:16

171 1643 今村　海理 ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾘ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:16

172 1621 大野　秀暁 ｵｵﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:16

173 1546 橋本　悠真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:18

174 1639 吉田　椋 ﾖｼﾀﾞ ｸﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:19

175 1519 楠本　愛斗 ｸｽﾓﾄ ｱｲﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:19

176 1503 木村　蓮太 ｷﾑﾗ ﾚﾝﾀ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:19

177 1604 西尾　宗一郎 ﾆｼｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:20

178 1544 窪田　友真 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:21

179 1520 山崎　優哩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾘ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:22

180 1645 高日　駿斗 ﾀｶﾋ ﾊﾔﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:22
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会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

181 1615 勝木　駿太 ｶﾂｷ ｼｭﾝﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:23

182 1524 山口　瑛都 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:23

183 1671 一守　響樹 ｲﾁﾓﾘ ﾋﾋﾞｷ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:24

184 1651 伊吹　誠士朗 ｲﾌﾞｷ ｾｲｼﾛｳ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:24

185 1693 滝山　心翔 ﾀｷﾔﾏ ｼﾝﾄ 京都府 0:04:24

186 1563 餅川　澄空 ﾓﾁｶﾜ ｿﾗ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:24

187 1529 中田　哲平 ﾅｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:24

188 1650 山本　伊吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:24

189 1518 大槻　珀 ｵｵﾂｷ ﾊｸ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:26

190 1698 中村　颯介 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ 京都府 0:04:26

191 1571 丹羽　慶悟 ﾆﾜ ｹｲｺﾞ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:28

192 1617 石田　敦己 ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:30

193 1695 浅田　大輝 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｷ 京都府 0:04:30

194 1580 郡　駿斗 ｺｵﾘ ｼｭﾝﾄ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:36

195 1502 長山　源一朗 ｵｻﾔﾏ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:39

196 1678 北野　拓真 ｷﾀﾉ ﾀｸﾏ 寺井ジュニア 石川県 0:04:43

197 1641 中村　唯人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:48

198 1680 中村　康亮 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 寺井ジュニア 石川県 0:04:50

199 1642 塚原　楓 ﾂｶﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:51

200 1578 嶋田　康佑 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:05:18

201 1647 中島　把琉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:05:27



BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者女子 6Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1104 田中　希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ ＮＤ２８ＡＣ 兵庫県 0:20:01

2 1109 マーシャ･ヴェロニカ ﾏｰｼｬ ｳﾞｪﾛﾆｶ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:21:18

3 1106 今枝　紗弥 ｲﾏｴﾀﾞ ｻﾔ 園田学園女子大学 兵庫県 0:22:26

4 1108 藤田　彩未 ﾌｼﾞﾀ ｱﾐ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:22:52

5 1110 田中　絢音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:22:54

6 1107 山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:22:55

7 1111 岡田　果瑚 ｵｶﾀﾞ ｶﾚﾝ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:23:40

8 1112 藤本　華奈 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ 奈良県立医科大学 大阪府 0:23:48



BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者女子ジュニア4Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 923 後藤　夢 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ ＮＤ２８ＡＣ 兵庫県 0:13:41

2 910 北川　星瑠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 比叡山高等学校 滋賀県 0:13:46

3 904 飛田　凜香 ﾋﾀﾞ ﾘﾝｶ 比叡山高等学校 滋賀県 0:13:50

4 909 清水　ひなた ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 比叡山高等学校 滋賀県 0:14:11

5 937 高橋　栞奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 立命館宇治高等学校 京都府 0:14:29

6 941 大塚　来夢 ｵｵﾂｶ ﾗﾑ 日本体育大学柏高等学校 千葉県 0:14:38

7 929 藤井　結愛 ﾌｼﾞｲ ﾕｱ 美方高等学校 福井県 0:14:52

8 918 加藤　春那 ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 0:15:04

9 907 志村　咲季 ｼﾑﾗ ｻｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:15:07

10 940 松本　玲奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ 日本体育大学柏高等学校 千葉県 0:15:11

11 917 原口　由子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東大阪大学敬愛高等学校 奈良県 0:15:17

12 921 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 0:15:27

13 925 近藤　友香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:15:28

14 905 水野　葵 ﾐｽﾞﾉ ｱｵｲ 比叡山高等学校 滋賀県 0:15:31

15 938 福嶋　いずみ ﾌｸｼﾏ ｲｽﾞﾐ 立命館宇治高等学校 京都府 0:15:37

16 920 岩本　真歩 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾎ 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 0:15:37

17 922 福井　友葉 ﾌｸｲ ﾄﾓﾊ 東大阪大学敬愛高等学校 奈良県 0:15:44

18 906 矢守　美沙季 ﾔﾓﾘ ﾐｻｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:15:50

19 939 堀　綾花 ﾎﾘ ｱﾔｶ 日本体育大学柏高等学校 千葉県 0:16:00

20 933 古林　佑実子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:08

21 944 本間　桃和 ﾎﾝﾏ ﾓﾓｶ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 0:16:18

22 934 木皿　恵巳 ｷｻﾗ ﾒｸﾞﾐ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:19

23 902 片桐　穂乃香 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 京都両洋高等学校 京都府 0:16:36

24 903 森田　真緒 ﾓﾘﾀ ﾏｵ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:42

25 914 橋本　萌衣 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:16:45

26 915 山下　恵実 ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:16:56

27 936 天野　明佳音 ｱﾏﾉ ｱｶﾈ 滋賀県立守山高校 滋賀県 0:17:15

28 935 東園　可奈子 ﾋｶﾞｼｿﾞﾉ ｶﾅｺ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:17:29

29 913 種村　涼花 ﾀﾈﾑﾗ ｽｽﾞｶ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:55

30 924 出野　実咲 ｲﾃﾞﾉ ﾐｻｷ 京都府立山城高等学校 京都府 0:18:05

31 901 金武　栞菜 ｶﾈﾀｹ ｶﾝﾅ 岐阜高等学校 岐阜県 0:18:11

32 916 西嶋　凜 ﾆｼｼﾞﾏ ﾘﾝ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:18:13

33 911 中村　惠香 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｶ 比叡山高等学校 滋賀県 0:18:48



BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン) 、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 一般女子 4Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 1421 篠原　結衣 ｼﾉﾊﾗ ﾕｲ 東京女子体育大学 東京都 0:15:34

2 1418 大坂　菜摘 ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ ロングライフホールディング 兵庫県 0:15:41

3 1427 市川　紗衣 ｲﾁｶﾜ ｻｴ いなべ総合学園高等学校 三重県 0:15:52

4 1407 谷口　莉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:07

5 1411 谷口　千晴 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:16:11

6 1428 坂下　優衣 ｻｶｼﾀ ﾕｲ いなべ総合学園高等学校 三重県 0:16:12

7 1430 奥谷　麻央 ｵｸﾔ ﾏｵ いなべ総合学園高等学校 三重県 0:16:12

8 1429 渡邉　茉奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ いなべ総合学園高等学校 三重県 0:16:32

9 1419 杉村　有紀 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｷ ロングライフホールディング 兵庫県 0:16:46

10 1417 善利　恵子 ｾﾘ ｹｲｺ 滋賀県 0:17:00

11 1414 遠城　史織 ｴﾝｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:24

12 1408 藤嶋　彩可 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:49

13 1406 田井中　世羅 ﾀｲﾅｶ ｾﾗ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:18:02

14 1410 羽生　愛瞳 ﾊﾌﾞ ｱﾐﾙ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:06

15 1412 大谷　風 ｵｵﾀﾆ ﾌｳ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:10

16 1431 杉本　瑞夏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｶ ＡＳ京都 京都府 0:18:41

17 1413 藤岡　咲希 ﾌｼﾞｵｶ ｻｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:46

18 1415 鈴木　花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 立命館守山高等学校 滋賀県 0:18:52

19 1426 土井　玲奈 ﾄﾞｲ ﾚﾅ 京都府 0:19:21

20 1416 上村　サユリ ｶﾐﾑﾗ ｻﾕﾘ ＴＳＭ 愛知県 0:20:26

21 1404 西村　真帆 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾎ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:20:47

22 1401 迫田　絢心 ｻｺﾀﾞ ｱﾔﾐ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:20:47

23 1405 青木　野々花 ｱｵｷ ﾉﾉｶ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:22:06

24 1403 木村　仁美 ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ 滋賀県立八幡商業高等学校 滋賀県 0:22:06

25 1424 梶原　久美子 ｶｼﾞﾊﾗ ｸﾐｺ 香川レーシングチーム 香川県 0:22:14

26 1420 鈴木　美也子 ｽｽﾞｷ ﾐﾔｺ シャル 滋賀県 0:22:26

27 1425 藤原　朋 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓ 滋賀県 0:29:53
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 中学生女子 3Km(ﾀｲﾑﾚｰｽ2組) 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 591 細谷　愛子 ﾎｿﾔ ｱｲｺ 静岡市立東中学校 静岡県 0:09:55

2 507 米澤　奈々香 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:59

3 506 杉森　心音 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｺﾈ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:07

4 406 石松　愛朱加 ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:10:15

5 428 大久保　南 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 光市立浅江中学校 山口県 0:10:16

6 573 鎌田　幸来 ｶﾏﾀﾞ ｺｺ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:18

7 552 黒田　千景 ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 京都市立桂川中学校 京都府 0:10:19

8 553 村松　結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ 樫原中学校 京都府 0:10:19

9 550 林　凜華 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 川口市立上青木中学校 埼玉県 0:10:19

10 404 山腰　亜依 ﾔﾏｺｼ ｱｲ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:20

11 504 上畑　真由 ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ ＵＡＣ 和歌山県 0:10:22

12 569 阪井　空 ｻｶｲ ｿﾗ 瀬戸市立水無瀬中学校 愛知県 0:10:25

13 561 示野　悠奈 ｼﾒﾉ ﾕｳﾅ 七尾中学校 石川県 0:10:35

14 523 兼子　照実 ｶﾈｺ ﾃﾙﾐ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:10:36

15 574 松井　あれさ ﾏﾂｲ ｱﾚｻ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:37

16 484 吉田　莉帆 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ 西濃クラブ 岐阜県 0:10:38

17 567 廣瀬　梛 ﾋﾛｾ ﾅｷﾞ 裾野市立東中学校 静岡県 0:10:38

18 516 牧内　大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:10:39

19 407 有田　茉合香 ｱﾘﾀ ﾏﾘｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:10:40

20 473 水本　佳菜 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:10:42

21 560 新野　莉璃 ｱﾗﾉ ﾘﾘ 七尾中学校 石川県 0:10:42

22 508 佐藤　鳳羽 ｻﾄｳ ﾌｳﾜ 城南中学校 京都府 0:10:43

23 559 垣田　愛 ｶｷﾀﾞ ｱｲ 七尾中学校 石川県 0:10:44

24 402 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 仙台市立東華中学校 宮城県 0:10:44

25 517 治尾　優衣奈 ｼﾞｵ ﾕｲﾅ 羽ノ浦中学校 徳島県 0:10:44

26 511 柴田　さくら ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:46

27 539 筒井　心葉 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 高陵中学校 長野県 0:10:47

28 579 須藤　花菜 ｽﾄｳ ﾊﾅ 千葉県野田市立福田中学校 千葉県 0:10:48

29 590 平塚　心南 ﾋﾗﾂｶ ｺｺﾅ 静岡市立東中学校 静岡県 0:10:48

30 436 杉浦　花音 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾉﾝ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:10:48
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31 518 竜田　そら ﾀﾂﾀ ｿﾗ 鳴門市第一中学校 徳島県 0:10:48

32 405 住野　友理 ｽﾐﾉ ﾕｳﾘ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:49

33 571 佐藤　和 ｻﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 北上市立南中学校 岩手県 0:10:50

34 589 塩野　愛梨花 ｼｵﾉ ｴﾘｶ 飯能市立原市場中学校 埼玉県 0:10:51

35 505 下玉利　那美 ｼﾓﾀﾏﾘ ﾅﾐ 浜松北浜中学校 静岡県 0:10:55

36 595 山本　菜々香 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅｶ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:59

37 503 田島　愛梨 ﾀｼﾏ ｱｲﾘ 横須賀中学校 愛知県 0:11:00

38 578 上村　琴 ｳｴﾑﾗ ｺﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:01

39 549 丹羽　琴音 ﾆﾜ ｺﾄﾈ 尾張旭市立西中学校 愛知県 0:11:04

40 481 猪熊　紗伎 ｲﾉｸﾏ ｻｷ ＴＳＭ 愛知県 0:11:04

41 476 西澤　茉鈴 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:04

42 592 西條　那菜 ｻｲｼﾞｮｳ ﾅﾅ 静岡市立東中学校 静岡県 0:11:05

43 543 佐藤　悠花 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中学校 長野県 0:11:05

44 584 武田　澪蘭 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾗﾉ 寒河江市立陵南中学校 山形県 0:11:05

45 548 中野　芽衣 ﾅｶﾉ ﾒｲ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:11:05

46 426 守屋　有彩 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中学校 長野県 0:11:06

47 435 竹田　実紗 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:06

48 415 石正　彩綾 ｲｼﾏｻ ｱﾔ 雄山中学校 富山県 0:11:06

49 512 奈良岡　心 ﾅﾗｵｶ ｺｺﾛ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:06

50 566 津田　千空 ﾂﾀﾞ ﾁﾋﾛ 七尾中学校 石川県 0:11:06

51 432 磯部　早良 ｲｿﾍﾞ ｻﾗ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:07

52 502 磯野　友希 ｲｿﾉ ﾕｷ 鹿骨中学校 東京都 0:11:07

53 409 矢野　愛 ﾔﾉ ﾏﾅﾐ 浜の宮中学校 兵庫県 0:11:08

54 412 髙橋　美月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 三原第五中学校 広島県 0:11:08

55 403 高松　朔良 ﾀｶﾏﾂ ｻｸﾗ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:11:08

56 520 中村　千春 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ 能登川中学校 滋賀県 0:11:09

57 547 湯田　夏妃 ﾕﾀﾞ ﾅﾂｷ 函館市立亀田中学校 北海道 0:11:09

58 477 坪倉　緋織 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾋｵﾘ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:10

59 421 市川　梨愛 ｲﾁｶﾜ ﾘｱ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:11:10

60 551 丹羽　遥奈 ﾆﾜ ﾊﾙﾅ 川口市立上青木中学校 埼玉県 0:11:11
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61 562 西住　萌 ﾆｼｽﾞﾐ ﾓｴ 七尾中学校 石川県 0:11:11

62 445 大久保　楓香 ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:11

63 538 下嶋　優菜 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中学校 長野県 0:11:12

64 468 永田　夕依 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 池田中学校 大阪府 0:11:12

65 529 山下　美智乃 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾉ 長良中学校 愛知県 0:11:13

66 510 工藤　蒼生 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:13

67 482 二村　菜津乃 ﾌﾀﾑﾗ ﾅﾂﾉ ＴＳＭ 愛知県 0:11:13

68 466 滝井　空良 ﾀｷｲ ｿﾗ 池田中学校 大阪府 0:11:13

69 450 奥浜　夏海 ｵｸﾊﾏ ﾅﾂﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:13

70 401 高橋　葉月 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 高陽中学校 岡山県 0:11:16

71 408 岡内　円花 ｵｶｳﾁ ﾏﾄﾞｶ 浜の宮中学校 兵庫県 0:11:17

72 577 細見　采矢 ﾎｿﾐ ｱﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:18

73 449 木岡　優芽 ｷｵｶ ﾕﾒ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:19

74 555 難波　聖菜 ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:20

75 491 酒井　心希 ｻｶｲ ｺｺﾈ 東陽中学校 福井県 0:11:20

76 433 渡邉　柚那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞﾅ 岡崎市立矢作中学校 愛知県 0:11:21

77 557 白石　憂佳 ｼﾗｲｼ ﾕｳｶ 杉並区立東田中学校 東京都 0:11:22

78 454 橋本　茉渚 ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ 大住中学校 京都府 0:11:23

79 545 牧内　愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:11:24

80 417 柳瀬　花乃 ﾔﾅｾ ﾊﾅﾉ 大沢野中学校 富山県 0:11:25

81 546 森　彩夏 ﾓﾘ ｱﾔｶ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:11:25

82 456 金城　野風 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ 今帰仁中学校 沖縄県 0:11:26

83 457 金城　怜海 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ 今帰仁中学校 沖縄県 0:11:27

84 558 西住　早織 ﾆｼｽﾞﾐ ｻｵﾘ 七尾中学校 石川県 0:11:28

85 563 垣田　奏 ｶｷﾀﾞ ｶﾅ 七尾中学校 石川県 0:11:30

86 565 川上　優香 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 七尾中学校 石川県 0:11:31

87 524 澤井　琉衣 ｻﾜｲ ﾙｲ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:11:34

88 492 末本　愛菜 ｽｴﾓﾄ ﾏﾅ 中央中学校 福井県 0:11:37

89 461 川崎　桜子 ｶﾜｻｷ ｻｸﾗｺ 城山中学校 滋賀県 0:11:38

90 564 杉原　陽色 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｲﾛ 七尾中学校 石川県 0:11:39
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91 427 真柴　萌菜 ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 春富中学校 長野県 0:11:39

92 576 甲斐　ゆらら ｶｲ ﾕﾗﾗ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:40

93 474 田中　彩貴 ﾀﾅｶ ｻｷ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:11:40

94 459 花田　麻衣 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｲ 城山中学校 滋賀県 0:11:40

95 593 伊東　未来音 ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ 静岡市立東中学校 静岡県 0:11:42

96 446 速水　月香 ﾊﾔﾐ ﾂｷｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:42

97 528 田中　璃音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:11:42

98 495 山口　晏音衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 足羽第一中学校 福井県 0:11:44

99 411 森安　桃風 ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓｶ 三原第五中学校 広島県 0:11:45

100 419 髙道　唯央 ﾀｶﾐﾁ ｲｵ 大沢野中学校 富山県 0:11:45

101 500 中川　凛子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｺ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:45

102 422 大西　未来 ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 芳泉中学校 岡山県 0:11:46

103 497 山田　樹希 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 中央中学校 福井県 0:11:46

104 554 守本　詩麻 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:46

105 451 安田　優菜 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:46

106 478 浦田　美咲 ｳﾗﾀ ﾐｻｷ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:11:47

107 519 善利　なつめ ｾﾘ ﾅﾂﾒ 彦根市立東中学校 滋賀県 0:11:47

108 485 近澤　里奈 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘﾅ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:47

109 452 齊藤　なごみ ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:11:47

110 580 成瀬　美優 ﾅﾙｾ ﾐﾕ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:49

111 568 岡本　妃渚乃 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾉ 裾野市立東中学校 静岡県 0:11:49

112 544 佐藤　綾花 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中学校 長野県 0:11:53

113 585 佐野　桃香 ｻﾉ ﾓﾓｶ 京都市立桂川中学校 京都府 0:11:54

114 496 藏元　真莉奈 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ 中央中学校 福井県 0:11:57

115 431 山本　乃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 中能登中学校 石川県 0:12:00

116 483 辻岡　杏菜 ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ ＴＳＭ 愛知県 0:12:02

117 587 萩原　和奏 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:12:05

118 453 永野　和 ﾅｶﾞﾉ ﾅｺﾞﾐ 大住中学校 京都府 0:12:07

119 423 小田　桃華 ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 芳泉中学校 岡山県 0:12:08

120 418 加藤　結菜 ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 大沢野中学校 富山県 0:12:08
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121 534 森内　紗来 ﾓﾘｳﾁ ｻﾗ 城山中学校 富山県 0:12:11

122 586 森元　杏 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:12:15

123 556 岡田　夏美 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:12:17

124 594 塩見　海七 ｼｵﾐ ﾐｲﾅ 京都市立桂中学校 京都府 0:12:17

125 493 佐々木　由良 ｻｻｷ ﾕﾗ 鯖江中学校 福井県 0:12:19

126 462 生信　優羽 ｲｸﾉﾌﾞ ﾕｳ 城山中学校 滋賀県 0:12:20

127 542 野口　莉奈 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中学校 長野県 0:12:21

128 530 花崎　ももな ﾊﾅｻｷ ﾓﾓﾅ 城山中学校 富山県 0:12:21

129 531 木村　安珠 ｷﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:21

130 533 箱田　莉奈 ﾊｺﾀﾞ ﾘﾅ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:23

131 463 牛迫　莉瑚 ｳｼｻｺ ﾘｺ 池田中学校 大阪府 0:12:25

132 429 富田　奈那 ﾄﾐﾀ ﾅﾅ 羽田中学校 愛知県 0:12:26

133 501 永井　優会 ﾅｶﾞｲ ﾕｱ 北見北中学校 北海道 0:12:27

134 541 圓谷　爽夏 ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中学校 長野県 0:12:31

135 438 小林　千里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:32

136 430 玉越　瑚々奈 ﾀﾏｺｼ ｺｺﾅ 羽田中学校 愛知県 0:12:33

137 470 川上　萌愛 ｶﾜｶﾐ ﾓｴ 船岡中学校 滋賀県 0:12:33

138 437 岸田　紗季 ｷｼﾀﾞ ｻｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:33

139 475 ジュン　娜来 ｼﾞｭﾝ ﾅﾚ 羽曳野市立峰塚中学校 大阪府 0:12:33

140 583 大倉　倭歌 ｵｵｸﾗ ﾜｶ 南桑中学校 京都府 0:12:34

141 464 飯田　百々花 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 池田中学校 大阪府 0:12:36

142 420 加藤　妃織 ｶﾄｳ ｷﾗﾘ 大沢野中学校 富山県 0:12:37

143 509 戸川　美咲 ﾄｶﾞﾜ ﾐｻ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:12:38

144 532 今泉　ひなた ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:12:40

145 414 中村　眞唯 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 雄山中学校 富山県 0:12:41

146 444 松井　萌花 ﾏﾂｲ ﾓｴｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:41

147 521 下村　真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 上田市立丸子中学校 長野県 0:12:42

148 525 須藤　瑠南 ｽﾄｳ ﾙﾅ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:12:43

149 443 中部　遥 ﾅｶﾍﾞ ﾊﾙｶ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:44

150 458 井上　心 ｲﾉｳｴ ｺｺﾛ 城山中学校 滋賀県 0:12:46
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151 522 髙藤　優羽 ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾛﾊ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:12:48

152 537 能登　美咲 ﾉﾄ ﾐｻｷ 城山中学校 富山県 0:12:50

153 439 中村　悠希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:51

154 455 山城　萌葵 ﾔﾏｼﾛ ﾓｴｷﾞ 今帰仁中学校 沖縄県 0:12:51

155 465 飯野　由布 ｲｲﾉ ﾕｳ 池田中学校 大阪府 0:12:53

156 416 佐伯　遥菜 ｻｴｷ ﾊﾙﾅ 雄山中学校 富山県 0:12:55

157 575 長谷川　彩羽 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾛﾊ 京都市立桂中学校 京都府 0:12:56

158 526 清水　穂音香 ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 前橋市立第七中学校 群馬県 0:13:02

159 515 森本　椛帆 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾎ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:13:04

160 447 石橋　未愛 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｱ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:13:08

161 440 藤川　優月 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 聖徳中学校 滋賀県 0:13:10

162 469 吉福　麻央 ﾖｼﾌｸ ﾏｵ 池田中学校 大阪府 0:13:13

163 540 羽生　彩七 ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 高陵中学校 長野県 0:13:15

164 588 石井　佑采 ｲｼｲ ﾕｽﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:13:18

165 572 中村　郁乃 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾉ 栗東西中学校 滋賀県 0:13:21

166 581 中川　芽唯 ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:13:25

167 487 前田　穂乃花 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 立命館守山中学校 京都府 0:13:27

168 425 金森　絢風 ｶﾈﾓﾘ ｱﾔｶ 芳泉中学校 岡山県 0:13:34

169 582 西村　美夏 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾂ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:13:37

170 535 呉羽　珠季 ｸﾚﾊ ﾀﾏｷ 麗澤瑞浪中学校 岐阜県 0:13:44

171 513 石田　明莉 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 岡崎ＲＣ 京都府 0:13:46

172 489 前原　菜乃花 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾉｶ 立命館守山中学校 兵庫県 0:13:57

173 570 鈴木　桃香 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ ＳＴＦＣ 静岡県 0:14:12

174 472 福田　美月 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 船岡中学校 滋賀県 0:14:46

175 441 梅原　美乃 ｳﾒﾊﾗ ﾖｼﾉ 聖徳中学校 滋賀県 0:14:57

176 424 安藤　朝咲 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｻ 芳泉中学校 岡山県 0:15:07

177 471 古野　花恋 ﾌﾙﾉ ｶﾚﾝ 船岡中学校 滋賀県 0:15:24
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1 1823 中島　光流 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:03:19

2 1876 上野　真由 ｳｴﾉ ﾏﾕ 砺波東部小学校 富山県 0:03:23

3 1881 岸本　美咲 ｷｼﾓﾄ ﾐｻｷ 本能クラブ 京都府 0:03:23

4 1815 二井内　希実香 ﾆｲｳﾁ ｷﾐｶ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:23

5 1886 松岡　さくら ﾏﾂｵｶ ｻｸﾗ 中条小学校 石川県 0:03:24

6 1879 森谷　心美 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 葉山小学校 滋賀県 0:03:24

7 1910 鈴木　悠希 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:25

8 1816 辻　麻央 ﾂｼﾞ ﾏﾋﾛ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:27

9 1893 河口　仁美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:29

10 1885 肥後　彩羽 ﾋｺﾞ ｲﾛﾊ 瀬田南小学校 滋賀県 0:03:29

11 1894 本村　瞳 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:30

12 1919 杉本　ななか ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:32

13 1836 大島　侑真 ｵｵｼﾏ ﾕﾏ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:33

14 1911 柴田　春菜 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:34

15 1853 白糸　藍里 ｼﾗｲﾄ ｱｲﾘ チーム橋本 京都府 0:03:35

16 1884 市原　利美 ｲﾁﾊﾗ ﾘﾐ 西陣中央小学校 京都府 0:03:35

17 1918 辻野　早香 ﾂｼﾞﾉ ﾊﾔｶ 三雲小学校 滋賀県 0:03:35

18 1877 成澤　あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:37

19 1856 竝川　歩乃果 ﾅﾐｶﾜ ﾎﾉｶ チーム橋本 京都府 0:03:38

20 1892 任田　玲実 ﾄｳﾀﾞ ﾚﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:38

21 1880 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:38

22 1805 細川　心優 ﾎｿｶﾜ ﾐﾕｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:39

23 1817 植田　萌音 ｳｴﾀﾞ ﾓﾈ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:39

24 1863 山中　彩愛 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:40

25 1905 大山　青夏 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:41

26 1888 小松　真優 ｺﾏﾂ ﾏﾕ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:41

27 1917 亀屋　今莉 ｶﾒﾔ ｲﾏﾘ ＥＴジュニア 山形県 0:03:41

28 1837 神谷　優花 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:42

29 1829 中島　純鈴 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:45

30 1906 片桐　小春 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:46
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31 1854 村上　唯華 ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｶ チーム橋本 京都府 0:03:47

32 1920 岩瀬　かれん ｲﾜｾ ｶﾚﾝ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:47

33 1855 村上　柚香 ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｶ チーム橋本 京都府 0:03:47

34 1828 山口　華穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:48

35 1865 内田　芽依 ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:49

36 1869 嵩谷　友里 ﾀﾞｹﾔ ﾕﾘ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:49

37 1924 太田　愛彩 ｵｵﾀ ｱｲ 物見山ジュニア 石川県 0:03:50

38 1864 中部　静 ﾅｶﾍﾞ ｼｽﾞｶ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:50

39 1838 木場田　萌優 ｺﾊﾞﾀ ﾓﾕ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:51

40 1891 浅田　樹莉明 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 物見山ジュニア 石川県 0:03:51

41 1912 藤原　杏樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾝｼﾞｭ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:51

42 1922 森　心花 ﾓﾘ ｺｺﾅ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:51

43 1900 中嶌　寧々花 ﾅｶｼﾞﾏ ﾈﾈｶ 物見山ジュニア 石川県 0:03:51

44 1861 小島　新湖 ｺｼﾞﾏ ﾆｺ チーム橋本 京都府 0:03:51

45 1878 下村　悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:52

46 1832 野々口　穂風 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾎﾉｶ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:54

47 1811 山本　真由 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:54

48 1887 小松　愛優 ｺﾏﾂ ｱﾕ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:54

49 1839 田中　音羽 ﾀﾅｶ ｵﾄﾊ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:55

50 1807 中川　花菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:56

51 1847 和田　芽依 ﾜﾀﾞ ﾒｲ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:56

52 1819 中川　彩来 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾘ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

53 1862 平石　彩芽 ﾋﾗｲｼ ｱﾔﾒ チーム橋本 京都府 0:03:57

54 1883 作田　優奈 ｻｸﾀ ﾕﾅ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:58

55 1831 松井　唯 ﾏﾂｲ ﾕｲ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:58

56 1803 西村　友里 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:03:58

57 1825 若松　来実 ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:59

58 1827 千田　恵冬 ｾﾝﾀﾞ ｹｲﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:59

59 1907 鈴木　ひかり ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:59

60 1899 濱口　柚子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 物見山ジュニア 石川県 0:03:59
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61 1914 野本　綾花 ﾉﾓﾄ ｱﾔｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:00

62 1903 伊藤　さつき ｲﾄｳ ｻﾂｷ 大津市立瀬田東小学校 滋賀県 0:04:00

63 1915 加藤　琴音 ｶﾄｳ ｺﾄﾈ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:00

64 1867 渡邊　柚安 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱﾝ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:00

65 1857 葛原　芽夏 ｸｽﾞﾊﾗ ﾒｲﾅ チーム橋本 京都府 0:04:02

66 1833 太田　泉 ｵｵﾀ ｲｽﾞﾐ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:04

67 1848 楠　奈那 ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:04

68 1882 小林　心桜 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 京都府 0:04:05

69 1916 杉原　由芽 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕﾒ 城山ＡＣ 石川県 0:04:05

70 1808 幡　麻衣亜 ﾊﾀ ﾏｲｱ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:06

71 1859 冨上　果夢 ﾄｶﾞﾐ ｶﾉﾝ チーム橋本 京都府 0:04:06

72 1858 青　祐里奈 ｱｵ ﾕﾘﾅ チーム橋本 京都府 0:04:06

73 1846 近成　南和花 ﾁｶﾅﾘ ﾅﾅﾊ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:06

74 1835 寺西　香春 ﾃﾗﾆｼ ｺﾊﾙ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:07

75 1872 片又　乙萌 ｶﾀﾏﾀ ｲﾂﾞﾓ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:07

76 1866 山中　香乃 ﾔﾏﾅｶ ｶﾉ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:07

77 1818 定塚　香心 ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｺ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:08

78 1842 玉川　朋茄 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:08

79 1840 片矢　結菜 ｶﾀﾔ ﾕｲﾅ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:08

80 1810 山口　深俐亜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾘｱ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:11

81 1889 森山　亜衣 ﾓﾘﾔﾏ ｱｲ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:11

82 1870 矢田　雅 ﾔﾀ ﾐﾔﾋﾞ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:12

83 1913 高　遥香 ｺｳ ﾊﾙｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:12

84 1871 霜越　優日 ｼﾓｺｼ ﾕｳﾋ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:13

85 1921 藤本　遥愛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｱ 野洲市立中主小学校 滋賀県 0:04:13

86 1898 鬼頭　明沙 ｷﾄｳ ｱｽﾅ 物見山ジュニア 石川県 0:04:15

87 1809 三好　小愛 ﾐﾖｼ ｻｱﾔ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:16

88 1821 岡村　綾音 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:16

89 1851 西尾　さらら ﾆｼｵ ｻﾗﾗ 湖南市陸上教室 滋賀県 0:04:16

90 1806 松尾　桜子 ﾏﾂｵ ｵｵｺ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:17
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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　滋賀県、滋賀県教育委員会、(公財)滋賀県希望が丘文化公園、京都新聞

主管：(一財)滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17日(日)

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 小学生女子 1Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

91 1873 佐伯　寧音 ｻｴｷ ﾈﾈ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:17

92 1801 池野　心結 ｲｹﾉ ﾐﾕ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:18

93 1860 高岡　清夏 ﾀｶｵｶ ｻﾔｶ チーム橋本 京都府 0:04:18

94 1849 中村　真希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:18

95 1904 今岡　真愛 ｲﾏｵｶ ﾐﾉﾘ 富永小学校 滋賀県 0:04:20

96 1841 間柴　一花 ﾏｼﾊﾞ ｲﾁｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:20

97 1890 川畑　穂栞 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾎﾉｶ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:21

98 1830 佐々木　結加 ｻｻｷ ﾕｶ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:22

99 1844 篠原　美樹 ｼﾉﾊﾗ ﾐｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:23

100 1901 穴田　美慧 ｱﾅﾀﾞ ﾐｻﾄ 物見山ジュニア 石川県 0:04:23

101 1895 澤田　ひすい ｻﾜﾀﾞ ﾋｽｲ 物見山ジュニア 石川県 0:04:25

102 1874 中西　夏海 ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:25

103 1812 梅永　羽音 ｳﾒﾅｶﾞ ﾊｵﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:26

104 1813 林　咲穂 ﾊﾔｼ ｻﾎ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:28

105 1896 安中　梨里子 ﾔｽﾅｶ ﾘﾘｺ 寺井ジュニア 石川県 0:04:29

106 1875 松尾　美伊 ﾏﾂｵ ﾐｲ 松尾小学校 京都府 0:04:31

107 1822 西出　雪妃奈 ﾆｼﾃﾞ ﾕｷﾅ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:31

108 1852 西尾　あかね ﾆｼｵ ｱｶﾈ 湖南市陸上教室 滋賀県 0:04:42

109 1850 奥村　美湖 ｵｸﾑﾗ ﾐｺ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:49

110 1845 黄瀬　葵生 ｷｾ ｱｵｲ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:57

111 1843 中切　響紀 ﾅｶｷﾞﾘ ﾋﾋﾞｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:57

112 1820 上仲　南帆 ｳｴﾅｶ ﾐﾅﾎ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:05:14

113 1897 増田　亜沙 ﾏｽﾀﾞ ｱｻ 寺井ジュニア 石川県 0:05:16



BIWAKO　クロスカントリー　２０１９

第４回全国中学生クロスカントリー選手権大会

第30回全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：日本陸上競技連盟 

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2019年　2月17日（日）

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　 審 判 長：小澤　信一

全国中学生選手権　男子 チーム対抗戦の部 記録主任：浮氣　清司

（ポイント:上位３名の合計順位） ※同点の場合はﾁｰﾑ３番目着順の優位による

順位 チーム名 合計ﾎﾟｲﾝﾄ 順位１ 名前１ 記録１ 順位２ 名前２ 記録２ 順位３ 名前３ 記録３

1 三原第五中 39 7 友村　輝 0:09:29 11 正畑　圭悟 0:09:30 21 菅原　昇真 0:09:35

2 京都市立桂中学校 46 1 村尾　雄己 0:09:07 14 柴田　大地 0:09:32 31 金高　哲哉 0:09:42

3 福井県陸上協会男子 104 23 吉田　敬祐 0:09:35 30 山口　真聖 0:09:42 51 森　和翔 0:09:52

4 浜松市立北浜中学校 119 15 大村　良紀 0:09:32 43 杉浦　蒼太 0:09:48 61 柳原　達哉 0:09:55

5 雄山中学校 120 8 長屋　匡起 0:09:29 39 栁原　颯太 0:09:44 73 山本　皐斗 0:10:01

6 鈴鹿白子中 135 6 倉本　晃羽 0:09:28 37 福田　直瑛 0:09:44 92 篠﨑　大地 0:10:06

7 西濃クラブ 148 33 日比野　陸 0:09:43 48 安島　莉玖 0:09:51 67 髙木　崚平 0:09:58

8 TSM 149 26 吉村　聡介 0:09:37 47 広井　隆寿 0:09:50 76 平井　翼 0:10:02

9 井村RC 189 18 山田　修人 0:09:33 81 嘉良戸　翔太 0:10:05 90 八木　宏樹 0:10:06

10 泉大津市立東陽中学校 210 32 田中　裕一朗 0:09:42 58 宮出　誠大 0:09:54 120 寄田　季臣 0:10:18

11 七飯中学校 215 53 熊谷　修也 0:09:53 80 高谷　夢樹 0:10:04 82 福井　陽仁 0:10:05

12 七尾中学校 232 38 野崎　健太朗 0:09:44 64 松野　陸 0:09:57 130 新野　琉壱 0:10:20

13 羽田中 243 57 仲井　蓮人 0:09:54 62 近田　陽路 0:09:56 124 川村　寛太 0:10:19

14 羽島中学校 273 44 加藤　優弥 0:09:48 110 高木　丈太朗 0:10:12 119 栗本　航希 0:10:17

15 芳泉A 319 72 松田　幸大 0:10:00 84 田中　視陽 0:10:05 163 菅野　雅史 0:10:32

16 大野市陽明中学校 327 16 斎藤　将也 0:09:32 102 山内　彬徳 0:10:12 209 野口　滉仁 0:10:46

17 日枝中学校 344 71 新田　涼晴 0:09:59 104 山本　大夢 0:10:12 169 德川　新之助 0:10:34

18 誠風中学校 360 13 鳥井　健太 0:09:32 159 国本　丈司 0:10:31 188 角谷　和磨 0:10:39

19 KY鳥取 367 52 山口　月暉 0:09:52 115 東田　大輝 0:10:15 200 若松　寛大 0:10:42

20 みどり市立笠懸南中学校 380 50 阿部　元飛 0:09:52 128 今泉　雄樹 0:10:20 202 髙橋　優斗 0:10:42

21 京都市立岡崎中学校 437 75 荒井　裕太 0:10:02 97 加藤　勝己 0:10:10 265 宮下　尚次朗 0:11:15

22 茨木西中学校A 450 93 新家　蒼吾 0:10:06 107 藤居　嵐 0:10:12 250 中嶋　流人 0:11:06

23 Athlete　club　TAKASU 455 129 尾崎　健太 0:10:20 146 竹田　大輔 0:10:25 180 石黒　太地 0:10:37

24 駒ヶ根市立赤穂中学校 474 131 鈴木　哲平 0:10:21 145 堀田　匠和 0:10:25 198 渋谷　大和 0:10:42

25 米原中学校 494 101 北村　太一 0:10:11 179 喜田　悠友 0:10:37 214 佃　勇亮 0:10:47

26 茨木西中学校B 505 98 勝　琉斗 0:10:11 191 西辻　莞悟 0:10:39 216 近藤　恭志郎 0:10:48

27 水口中学校 512 17 伴　遼典 0:09:33 223 田中　将玖 0:10:52 272 北谷　大翔 0:11:18

28 中能登中学校 515 5 定塚　利心 0:09:27 241 西村　光稀 0:11:02 269 田幡　有海 0:11:16

29 船岡中学校 532 10 安原　海晴 0:09:30 245 小西　梢太 0:11:02 277 山田　健心 0:11:21

30 操南中 553 108 對中　天晟 0:10:12 192 岡田　佳悟 0:10:40 253 河藤　啓悟 0:11:07

31 芳泉B 561 170 嘉数　大雅 0:10:34 194 吉田　匠 0:10:41 197 草刈　飛源 0:10:41

32 チーム布水 563 154 森田　澪耀 0:10:29 204 前田　祥吾 0:10:43 205 大澤　昇悟 0:10:43

33 東大寺学園中学校 563 117 岡部　祥悟 0:10:17 217 河合　陸利 0:10:48 229 坂元　一耀 0:10:56

34 聖徳中学校A 595 122 山﨑　尊琉 0:10:18 186 狩野　貴行 0:10:39 287 稲葉　良雅 0:11:27

35 日吉中学校 664 172 徳村　智成 0:10:34 237 中西　柊樹 0:11:00 255 石川　直樹 0:11:08

36 長浜北中 674 189 宮村　駿輔 0:10:39 195 新木　淳太 0:10:41 290 伏木　朱羅 0:11:29

37 城山中学校 730 215 都築　颯太 0:10:47 257 大田　真優 0:11:11 258 中山　源己 0:11:11

38 富山南部A 766 219 志田　岬大 0:10:49 249 立花　行陽 0:11:05 298 佐久間　一稀 0:11:36

39 岡山市立福南中学校 818 218 岡田　大樹 0:10:49 296 小坂　春希 0:11:36 304 住矢　晴亮 0:11:43

40 八条中学校 856 238 北川　銀次郎 0:11:01 308 山岡　良 0:11:46 310 西村　京 0:11:48

41 聖徳中学校B 931 279 西川　洸志 0:11:22 321 中根　健太 0:12:10 331 小池　海理 0:13:35

42 富山南部B 979 323 川倉　伊尊 0:12:14 324 桃井　大成 0:12:20 332 黒崎　陽平 0:13:43



BIWAKO　クロスカントリー　２０１９

第４回全国中学生クロスカントリー選手権大会

第30回全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：日本陸上競技連盟 

主管：滋賀陸上競技協会

期日：2019年　2月17日（日）

会場：滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース

測定区分：トランスポンダー 　 審 判 長：小澤　信一

全国中学生選手権　女子 チーム対抗戦の部 記録主任：浮氣　清司

（ポイント:上位３名の合計順位） ※同点の場合はﾁｰﾑ３番目着順の優位による

順位 チーム名 合計ﾎﾟｲﾝﾄ 順位１ 名前１ 記録１ 順位２ 名前２ 記録２ 順位３ 名前３ 記録３

1 浜松北浜中 40 2 米澤　奈々香 0:09:59 3 杉森　心音 0:10:07 35 下玉利　那美 0:10:55

2 七尾中学校 57 13 示野　悠奈 0:10:35 21 新野　莉璃 0:10:42 23 垣田　愛 0:10:44

3 京都市立桂中学校 57 6 鎌田　幸来 0:10:18 15 松井　あれさ 0:10:37 36 山本　菜々香 0:10:59

4 静岡東 72 1 細谷　愛子 0:09:55 29 平塚　心南 0:10:48 42 西條　那菜 0:11:05

5 浜の宮中学校 76 4 石松　愛朱加 0:10:15 19 有田　茉合香 0:10:40 53 矢野　愛 0:11:08

6 日枝中学校 97 10 山腰　亜依 0:10:20 32 住野　友理 0:10:49 55 高松　朔良 0:11:08

7 矢作中学校 128 30 杉浦　花音 0:10:48 47 竹田　実紗 0:11:06 51 磯部　早良 0:11:07

8 京都市立岡崎中学校 141 26 柴田　さくら 0:10:46 49 奈良岡　心 0:11:06 66 工藤　蒼生 0:11:13

9 前橋市立第七中学校 198 14 兼子　照実 0:10:36 87 澤井　琉衣 0:11:34 97 田中　璃音 0:11:42

10 誠風中学校 205 41 西澤　茉鈴 0:11:04 58 坪倉　緋織 0:11:10 106 浦田　美咲 0:11:47

11 TSM 223 40 猪熊　紗伎 0:11:04 67 二村　菜津乃 0:11:13 116 辻岡　杏菜 0:12:02

12 泉大津市立東陽中学校 247 69 奥浜　夏海 0:11:13 73 木岡　優芽 0:11:19 105 安田　優菜 0:11:46

13 羽曳野市立峰塚中学校 252 20 水本　佳菜 0:10:42 93 田中　彩貴 0:11:40 139 ジュン　娜来 0:12:33

14 福井県陸上協会女子 261 75 酒井　心希 0:11:20 88 末本　愛菜 0:11:37 98 山口　晏音衣 0:11:44

15 池田中学校 263 64 永田　夕依 0:11:12 68 滝井　空良 0:11:13 131 牛迫　莉瑚 0:12:25

16 大沢野中学校 300 80 柳瀬　花乃 0:11:25 100 髙道　唯央 0:11:45 120 加藤　結菜 0:12:08

17 岡山市立福南中学校 301 74 難波　聖菜 0:11:20 104 守本　詩麻 0:11:46 123 岡田　夏美 0:12:17

18 城山中学校 304 89 川崎　桜子 0:11:38 94 花田　麻衣 0:11:40 121 森内　紗来 0:12:11

19 水口中学校 304 62 大久保　楓香 0:11:11 96 速水　月香 0:11:42 146 松井　萌花 0:12:41

20 今帰仁中学校Aチーム 319 82 金城　野風 0:11:26 83 金城　怜海 0:11:27 154 山城　萌葵 0:12:51

21 雄山中学校 349 48 石正　彩綾 0:11:06 145 中村　眞唯 0:12:41 156 佐伯　遥菜 0:12:55

22 芳泉 389 102 大西　未来 0:11:46 119 小田　桃華 0:12:08 168 金森　絢風 0:13:34

23 みどり市立笠懸南中学校 403 129 木村　安珠 0:12:21 130 箱田　莉奈 0:12:23 144 今泉　ひなた 0:12:40

24 操南中 403 117 萩原　和奏 0:12:05 122 森元　杏 0:12:15 164 石井　佑采 0:13:18

25 船岡中学校 488 137 川上　萌愛 0:12:33 174 福田　美月 0:14:46 177 古野　花恋 0:15:24


