
BIWAKO　クロスカントリー　２０２3

第８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・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

特別協賛：（公財）SGH文化スポーツ振興財団

特別協力：富士通Japan

期日：2023年　2月 5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 審 判 長： 小寺　善正

測定区分：トランスポンダー 　 記録主任：浮氣　清司

【部門】 中学　男子３年　３km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 3 土間　董哉 ﾄﾞﾏ ﾅｵﾔ 広島県 北広島町立千代田中学校 0:09:07

2 2 加藤　結羽 ｶﾄｳ ﾕｳ 三重県 松阪市立三雲中学校 0:09:14

3 14 猿田　創汰 ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 長野県 安曇野市立堀金中学校 0:09:15

4 15 鷲見　龍之介 ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県 北名古屋市立熊野中学校 0:09:20

5 18 尾島　広輝 ｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 京都府 京都産業大学附属中学校 0:09:21

6 12 加藤　悠凌 ｶﾄｳ ﾗｳﾙ 千葉県 東庄中学校 0:09:22

7 38 石田　悠翔 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 静岡県 湖西市立湖西中学校 0:09:23

8 33 菅野　絢之介 ｽｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知県 大須ＡＣ 0:09:25

9 8 大竹　実吹 ｵｵﾀｹ ﾐﾌﾞｷ 群馬県 太田市立太田中学校 0:09:26

10 7 西野　寛太郎 ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 福井県 0:09:27

11 25 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 守山市立明富中学校 0:09:28

12 20 長尾　優汰 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾀ 岐阜県 下呂市立金山中学校 0:09:29

13 9 竹下　諒 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:09:30

14 29 伊藤　悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 愛知県 セットプロジェクト 0:09:31

15 19 下島　凌空 ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:09:32

16 54 百瀬　柾宏 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 長野県 安曇野市立堀金中学校 0:09:34

17 5 清水　皐熙 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 宮崎県 都城市立庄内中学校 0:09:34

18 21 伊藤　颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 愛知県 矢作北中学校 0:09:34

19 13 衣川　凌 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 京都府 0:09:35

20 10 坂田　剛 ｻｶﾀ ｺﾞｳ 愛知県 平坂中学校 0:09:39

21 26 熊谷　駿汰 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ 長野県 下條小学校下條中学校 0:09:41

22 35 松下　獅 ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ 愛知県 松下一家道場 0:09:41

23 31 大庭　光輝 ｵｵﾊﾞ ﾐﾂｷ 静岡県 ＳＴＦＣ 0:09:42

24 4 山口　翼 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 福井県 0:09:46

25 24 山下　翔矢 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾔ 富山県 高岡ＲＣ 0:09:47

26 16 小川　志生 ｵｶﾞﾜ ｼｷ 静岡県 浜松市立湖東中学校 0:09:47

27 30 稲垣　瑛心 ｲﾅｶﾞｷ ｴｲｼﾝ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:09:47

28 23 吉田　琉希 ﾖｼﾀﾞ ﾙｳｷ 京都府 京都市立桂川中学校 0:09:47

29 56 玉木　輝 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:09:48

30 44 森　亮太 ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 岐阜県 下呂市立萩原北中学校 0:09:49

31 22 依田　弥央 ﾖﾀﾞ ﾐﾋﾛ 京都府 京都市立桂川中学校 0:09:49

32 27 水上　翔生良 ﾐｽﾞｶﾐ ｶｲﾗ 福井県 0:09:51

33 1 前田　陽向 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鹿児島県 霧島市立国分南中学校 0:09:52

34 32 氷見　練之介 ﾋﾐ ﾚﾝﾉｽｹ 富山県 富山市立興南中学校 0:09:53

35 46 木下　陽真人 ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 長野県 安曇野市立堀金中学校 0:09:53

36 36 前田　蒼空 ﾏｴﾀﾞ ｱｵｲ 福井県 0:09:59

37 39 清水　麗音 ｼﾐｽﾞ ﾚｵﾝ 鹿児島県 国分南中学校 0:10:01

38 49 柘植　哲太 ﾂｹﾞ ﾃｯﾀ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:10:02

39 63 安藤　海哉 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾔ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:10:02

40 64 有光　孝太 ｱﾘﾐﾂ ｺｳﾀ 広島県 北広島町立千代田中学校 0:10:03



41 40 岡田　蒼生 ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ 愛知県 ＫＭＲ 0:10:03

42 34 近松　心 ﾁｶﾏﾂ ｺｺﾛ 埼玉県 川口市立上青木中学校 0:10:05

43 66 宮崎　航 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 愛知県 名古屋市立浄心中学校 0:10:06

44 41 佐々木　勝紀 ｻｻｷ ｶﾂｷ 三重県 菰野町立菰野中学校 0:10:07

45 48 判治　徹哉 ﾊﾝｼﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県 0:10:11

46 80 井野　晴太 ｲﾉ ﾊﾙﾀ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:10:12

47 55 猪熊　凌摂 ｲﾉｸﾏ ﾘｮｳﾄ 愛知県 ＴＳＭ 0:10:12

48 28 荒川　慶悟 ｱﾗｶﾜ ｹｲｺﾞ 広島県 三原市立第五中学校 0:10:12

49 59 熊倉　優来 ｸﾏｸﾗ ﾕﾗ 岐阜県 岐阜県立竹原中学校 0:10:13

50 62 王畑　琉 ｵｳﾊﾀ ﾘｭｳ 富山県 高岡ＲＣ 0:10:13

51 60 島村　実来 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾗｲ 三重県 志摩市立文岡中学校 0:10:13

52 45 浅見　隆斗 ｱｻﾐ ﾘｭｳﾄ 静岡県 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 0:10:15

53 43 天野　伸城 ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｷ 愛知県 大須ＡＣ 0:10:18

54 65 大東　凪翔 ﾀﾞｲﾄｳ ﾅｷﾞﾄ 三重県 志摩市立文岡中学校 0:10:20

55 53 中嶋　康介 ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ 愛知県 0:10:21

56 51 河内　洋翔 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛﾄ 広島県 北広島町立千代田中学校 0:10:23

57 47 西野　利来 ﾆｼﾉ ﾘｸ 愛知県 0:10:23

58 75 笹本　幸希 ｻｻﾓﾄ ﾕｷ 静岡県 三島陸上競走部 0:10:24

59 50 宮内　達矢 ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 長野県 高森町立高森中学校 0:10:25

60 61 小林　虹翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾄ 愛知県 ＫＭＲ 0:10:26

61 72 山根　陽希 ﾔﾏﾈ ﾊﾙｷ 愛知県 大須ＡＣ 0:10:27

62 77 岡野　雄大 ｵｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 三重県 志摩市立文岡中学校 0:10:30

63 42 立花　祐介 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｽｹ 宮崎県 宮崎スーパージュニア 0:10:34

64 57 戸谷　瞭太 ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 愛知県 0:10:34

65 67 大河内　椋介 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 ＴＳＭ 0:10:35

66 70 高坂　亮栄 ﾀｶｻｶ ﾘｮｳｴｲ 石川県 星稜中学校 0:10:36

67 37 小林　漣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 福井県 0:10:39

68 58 中村　宗樹 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｷ 愛知県 0:10:48

69 78 大桑　龍之介 ｵｵｸﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 石川県 星稜中学校 0:10:50

70 71 右遠　大翔 ｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 岡山県 さくら走練 0:11:01

71 74 渋谷　悠斗 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:11:04

72 73 神藏　奏心 ｶﾐｸﾗ ｿｳｼ 愛知県 ＡＣ一宮Ｊ 0:11:11

73 76 上川　達也 ｶﾐｶﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 茨木市立東雲中学校 0:11:20

74 52 畑中　克彦 ﾊﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 愛知県 0:11:37

75 68 笠原　羽大 ｶｻﾊﾗ ｳﾀ 埼玉県 羽生市立西中学校 0:11:50



BIWAKO　クロスカントリー　２０２3

第８回   全国中学生クロスカントリー選手権大会
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主管：（一財）滋賀陸上競技協会

特別協賛：（公財）SGH文化スポーツ振興財団
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●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 301 田中　悠大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 和歌山県 岩出第二中学校 0:06:03

2 313 大沼　光琉 ｵｵﾇﾏ ﾋｶﾙ 静岡県 沼津市立高校中等部 0:06:04

3 303 細井　渚吾 ﾎｿｲ ｼｮｱ 東京都 清新ＪＡＣ 0:06:06

4 333 竹内　知 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓ 京都府 京都御池中学校 0:06:06

5 324 齋藤　操汰 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:06:07

6 327 関口　海翔 ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾄ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:06:07

7 316 赤坂　直人 ｱｶｻｶ ﾅｵﾄ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:06:08

8 309 近藤　優羽 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 福岡県 高須中学校 0:06:08

9 304 北條　文隆 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐﾀｶ 埼玉県 清新ＪＡＣ 0:06:09

10 319 加嶋　響 ｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 京都府 京都市立桂中学校 0:06:09

11 404 桑原　将大 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府 京都市立京都御池中学校 0:06:10

12 334 若狭　怜士 ﾜｶｻ ﾚｲｼ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:06:10

13 320 福島　和 ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 京都府 京都市立桂中学校 0:06:12

14 361 中野　誉一 ﾅｶﾉ ﾖｲﾁ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:06:13

15 308 武冨　文哉 ﾀｹﾄﾐ ﾌﾐﾔ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:06:13

16 306 川本　航太 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:14

17 317 中島　叶夢 ﾅｶｼﾏ ｶﾅﾑ 岐阜県 0:06:14

18 330 野島　将夫 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ 長野県 安曇野市立三郷中学校 0:06:15

19 329 鶴藤　健琉 ﾂﾙﾌｼﾞ ﾀｹﾙ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:15

20 314 門奈　正太郎 ﾓﾝﾅ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡県 笠井中学校 0:06:15

21 348 服部　蓮斗 ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾄ 静岡県 菊川市立岳洋中学校 0:06:16

22 323 大本　寿以喜 ﾀﾞｲﾓﾄ ｼﾞｭｲｷ 鳥取県 米子北斗中学校 0:06:17

23 312 市川　太羅 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾗ 静岡県 藤枝アスリートクラブ 0:06:17

24 326 出家　恒知 ﾃﾞﾔ ﾋｻﾄﾓ 東京都 0:06:19

25 350 矢澤　颯介 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 長野県 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:06:19

26 325 須古星　駿太 ｽｺﾎﾞｼ ｼｭﾝﾀ 島根県 浜田市立第一中学校 0:06:20

27 315 小林　大斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 三重県 四日市市立南中学校 0:06:20

28 318 佐藤　煉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 滋賀県 草津市立草津中学校 0:06:20

29 340 大森　友敬 ｵｵﾓﾘ ﾕﾀｶ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:06:22

30 331 鈴木　玲央 ｽｽﾞｷ ﾚｵ 静岡県 ＳＴＦＣ 0:06:22

31 321 山本　竜星 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 福井県 0:06:23

32 328 伊藤　秀馬 ｲﾄｳ ｼｭｳﾏ 三重県 四日市市立富田中学校 0:06:24

33 351 高前　悠大 ﾀｶﾏｴ ﾕｳﾀ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:06:25

34 310 谷　隆誠 ﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ 滋賀県 大津市立瀬田北中学校 0:06:25

35 311 森　祐磨 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:06:26

36 371 岩﨑　桜一朗 ｲﾜｻｷ ｵｳｲﾁﾛｳ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:06:26

37 354 鵜家　拓斗 ｳｲｴ ﾀｸﾄ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:06:27

38 366 牧内　宇龍 ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ 長野県 喬木村立喬木中学校 0:06:28

39 367 前田　蓮 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝ 福井県 0:06:28

40 353 飯室　陸 ｲｲﾑﾛ ﾘｸ 富山県 高岡ＲＣ 0:06:28



41 305 今井　悠貴 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:06:28

42 388 松田　琉生 ﾏﾂﾀﾞ ﾙｲ 福井県 0:06:29

43 339 岡野　太智 ｵｶﾉ ﾀｲﾁ 滋賀県 米原市立河南中学校 0:06:29

44 342 木村　俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:30

45 337 山本　悠晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:30

46 345 有富　琉星 ｱﾘﾄﾐ ﾘｭｳｾｲ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:30

47 384 足立　悠 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 京都府 京都市立桂中学校 0:06:31

48 335 長原　武琉 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:31

49 347 森山　直道 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵﾐﾁ 島根県 出雲市立平田中学校 0:06:31

50 385 篠原　柊 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:33

51 386 平島　怜 ﾋﾗｼﾏ ﾚｲ 三重県 菰野町立八風中学校 0:06:34

52 420 塙　巌士郎 ﾊﾅﾜ ｶﾞﾝｼﾞﾛｳ 長野県 鉢盛中学校 0:06:34

53 349 幸野　亮太 ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ 島根県 出雲市立第一中学校 0:06:34

54 376 西　晶也 ﾆｼ ﾏｻﾔ 京都府 京都市立京都御池中学校 0:06:34

55 332 池田　大裕 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 三重県 菰野町立八風中学校 0:06:34

56 338 德永　惟吹 ﾄｸﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:35

57 395 河田　尚輝 ｶﾜﾀﾞ ﾋｻｷ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:35

58 343 能勢　輝 ﾉｾ ﾋｶﾙ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:36

59 375 寺田　拓真 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾏ 福井県 0:06:36

60 363 鈴木　峻樹 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ 静岡県 浜松市立笠井中学校 0:06:36

61 322 松崎　悠生 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 島根県 浜田市立第一中学校 0:06:36

62 390 苅安　渉 ｶﾘﾔｽ ｱﾕﾑ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:06:38

63 357 遠藤　光基 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 島根県 出雲市立河南中学校 0:06:38

64 359 坂井　斗己彌 ｻｶｲ ﾄｷﾔ 長野県 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:06:38

65 372 小林　美波 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:38

66 362 小田　雄斗 ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:06:38

67 344 松尾　晴万 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾏ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:39

68 408 藤原　臣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝ 京都府 京都市立洛北中学校 0:06:40

69 382 伊藤　佑眞 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:41

70 381 中村　瑠偉 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:41

71 448 峰野　翔 ﾐﾈﾉ ｶｹﾙ 愛知県 ＫＭＲ 0:06:41

72 387 山本　慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 静岡県 ＳＴＦＣ 0:06:41

73 427 鈴木　佑岳 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:06:42

74 418 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 京都府 京都市立桂川中学校 0:06:42

75 406 櫻井　水麓 ｻｸﾗｲ ﾐﾛｸ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:06:43

76 407 武田　凪月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:44

77 356 吉川　奨馬 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 岐阜県 多治見市立陶都中学校 0:06:45

78 358 田村　康 ﾀﾑﾗ ｺｳ 島根県 出雲市立向陽中学校 0:06:46

79 403 橋倉　章人 ﾊｼｸﾗ ｱｷﾄ 三重県 鈴鹿市立神戸中学校 0:06:46

80 379 杉山　大晏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｱ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:46

81 410 吉田　新 ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 京都府 京都市立大枝中学校 0:06:47

82 391 大村　春樹 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 長野県 塩尻中学校 0:06:48

83 405 庵谷　陸男 ｵｵﾀﾆ ﾘｸｵ 京都府 京都市立烏丸中学校 0:06:48

84 368 大久保　優生 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 福井県 0:06:49

85 383 馬淵　有為 ﾏﾌﾞﾁ ｳｲ 岐阜県 岐阜市立陽南中学校 0:06:50

86 370 波形　泰良 ﾅﾐｶﾀ ﾀｲﾗ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:50

87 400 長谷部　滉起 ﾊｾﾍﾞ ｺｳｷ 岐阜県 0:06:50

88 394 田中　琉偉 ﾀﾅｶ ﾙｲ 福井県 0:06:50

89 401 森本　瑠倭 ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:06:50

90 346 髙木　湊斗 ﾀｶｷﾞ ﾐﾅﾄ 岐阜県 0:06:53

91 365 間野　陽 ﾏﾉ ﾖｳ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:53

92 439 畑　仁智甫 ﾊﾀ ﾆﾁﾎ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:06:55

93 360 玉野　結斗 ﾀﾏﾉ ﾕｲﾄ 三重県 鈴鹿市立神戸中学校 0:06:55

94 399 丸山　敦矢 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂﾔ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:56

95 414 片桐　杏亮 ｶﾀｷﾞﾘ ｷｮｳｽｹ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:57



96 393 坂本　孝太 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:06:57

97 369 富井　陸 ﾄﾐｲ ﾘｸ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:58

98 336 正畑　宗悟 ｼｮｳﾊﾀ ｼｭｳｺﾞ 広島県 三原市立第五中学校 0:06:59

99 377 藤本　怜音 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ 京都府 福知山市立日新中学校 0:06:59

100 341 佐藤　佑 ｻﾄｳ ﾕｳ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:07:01

101 409 飯島　翔太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 島根県 出雲市立第一中学校 0:07:01

102 416 渡瀬　敬太 ﾜﾀｾ ｹｲﾀ 三重県 鈴鹿市立神戸中学校 0:07:02

103 392 小林　勇稀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 京都府 京都市立桂川中学校 0:07:02

104 417 荻野　恵大 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾀ 京都府 福知山市立日新中学校 0:07:02

105 413 友國　皓 ﾄﾓｸﾆ ｱｷﾗ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:07:04

106 415 羽鳥　樹 ﾊﾄﾘ ｲﾂｷ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:05

107 380 田中　翔也 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:05

108 426 山元　優太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 滋賀県 老上中学校 0:07:09

109 411 深田　大地 ﾌｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:10

110 402 神谷　悠斗 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 三重県 鈴鹿市立神戸中学校 0:07:11

111 421 桒原　成吾 ｸﾜﾊﾗ ｾｲｺﾞ 京都府 福知山市立日新中学校 0:07:11

112 434 米永　羽歩 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾊﾕｸ 京都府 京都市立九条中学校 0:07:14

113 422 松木　昊言 ﾏﾂｷ ｺｳｼﾞ 広島県 北広島町立千代田中学校 0:07:14

114 412 齊藤　音生 ｻｲﾄｳ ﾈｵ 長野県 高森町立高森中学校 0:07:14

115 419 冝喜　陽斗 ｷﾞｷ ﾊﾙﾄ 京都府 京都市立桂川中学校 0:07:14

116 423 谷田　烈揮 ﾀﾆﾀﾞ ﾚﾂｷ 東京都 ＫＭＣ陸上クラブ 0:07:17

117 435 野口　翔有 ﾉｸﾞﾁ ﾄｱ 京都府 京都市立桂川中学校 0:07:18

118 437 志水　皇介 ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 三重県 ＳＭＩＬＥ　ＴＦＬ 0:07:19

119 433 佐々木　球二 ｻｻｷ ｷｭｳｼﾞ 島根県 出雲市立第一中学校 0:07:20

120 389 内田　圭祐 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 岡山県 さくら走練 0:07:21

121 398 河原　蓮 ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:22

122 425 森　奏翔 ﾓﾘ ｶﾅﾄ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:07:23

123 396 鈴木　央人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:07:26

124 429 澤田　顕慎 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 石川県 セカンドラップ 0:07:29

125 431 岡田　歩 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:07:29

126 430 濵　一誠 ﾊﾏ ｲｯｾｲ 石川県 星稜中学校 0:07:29

127 438 小塚　瑛介 ｺﾂﾞｶ ｴｲｽｹ 石川県 星稜中学校 0:07:30

128 428 赤池　瑛太 ｱｶｲｹ ｴｲﾀ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:07:44

129 443 奥田　朝日 ｵｸﾀﾞ ｱｻﾋ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:07:51

130 440 奥田　瑛翔 ｵｸﾀﾞ ｴｲﾄ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:07:51

131 441 河村　治誉 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾎ 石川県 星稜中学校 0:07:53

132 446 清水　拓真 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:07:53

133 436 林　祐太朗 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 高森町立高森中学校 0:08:04

134 445 上山　功恩 ｳｴﾔﾏ ｸｵﾝ 京都府 京都市立洛北中学校 0:08:05

135 442 上田　彩斗 ｳｴﾀﾞ ｱﾔﾄ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:08:31

136 444 若狭　陽葵 ﾜｶｻ ﾊﾙｷ 京都府 京都市立洛北中学校 0:08:33

137 447 霜尾　依斗 ｼﾓｵ ﾖﾘﾄ 京都府 福知山市立日新中学校 0:08:50



BIWAKO　クロスカントリー　２０２3

第８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・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

特別協賛：（公財）SGH文化スポーツ振興財団

特別協力：富士通Japan

期日：2023年　2月 5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 審 判 長： 小寺　善正

測定区分：トランスポンダー 　 記録主任：浮氣　清司

【部門】 中学　男子１年　2km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 605 柘植　源太 ﾂｹﾞ ｹﾞﾝﾀ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:06:10

2 607 酒井　琉史 ｻｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:06:13

3 604 小原　健太郎 ｵﾊﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 ＴーアスリートＴＣ 0:06:14

4 602 美澤　央佑 ﾐｻﾜ ｵｳｽｹ 静岡県 藤枝アスリートクラブ 0:06:17

5 617 玉川　彩人 ﾀﾏｶﾞﾜ ｱﾔﾄ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:19

6 625 舛谷　夢生 ﾏｽﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 岡山県 さくら走練 0:06:23

7 616 小田　桜雅 ｵﾀﾞ ｵｳｶﾞ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:24

8 639 井沼　佑樹 ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:06:24

9 626 石沢　聖成 ｲｼｻﾞﾜ ｷﾖﾅﾘ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:25

10 610 沖谷　羽閏 ｵｷﾀﾆ ﾊｳﾙ 石川県 金沢学院大学附属中学校 0:06:27

11 633 辻　啓亜 ﾂｼﾞ ﾋﾛｱ 京都府 京都市立桂中学校 0:06:28

12 608 難波　瑛俊 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾄｼ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:28

13 606 菊池　大夢 ｷｸﾁ ﾀﾞｲﾑ 岩手県 ＴーアスリートＴＣ 0:06:29

14 620 伊藤　功太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:29

15 613 松永　惟吹 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 愛知県 大須ＡＣ 0:06:30

16 611 渡部　喜市 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｲﾁ 岐阜県 高山市立日枝中学校 0:06:31

17 601 川森　獅月 ｶﾜﾓﾘ ｼﾂﾞｷ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:06:31

18 612 青木　亮太朗 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 河南陸上クラブ 0:06:32

19 713 加藤　蒼礼 ｶﾄｳ ｿﾗ 三重県 松阪市立三雲中学校 0:06:33

20 629 竹井　翔真 ﾀｹｲ ｼｮｳﾏ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:34

21 615 多久和　竜空 ﾀｸﾜ ﾘｭｳｸ 島根県 出雲市立向陽中学校 0:06:34

22 614 神野　吏輝 ｶﾐﾉ ﾘｸ 三重県 鈴鹿市立神戸中学校 0:06:34

23 649 上條　悠太 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ 長野県 組合立鉢盛中学校 0:06:36

24 631 橋本　蒼平 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾍｲ 長野県 高森町立高森中学校 0:06:37

25 623 武藤　蒼 ﾑﾄｳ ｱｵ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:06:38

26 603 伊藤　遼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 静岡県 清水町立南中学校 0:06:39

27 645 畑井　海翔 ﾊﾀｲ ｶｲﾄ 滋賀県 水口東中学校 0:06:40

28 714 伊勢村　優斗 ｲｾﾑﾗ ﾋﾛﾄ 滋賀県 守山市立明富中学校 0:06:41

29 648 伊田　悠馬 ｲﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:44

30 680 鳴海　澄晴 ﾅﾙﾐ ｽﾊﾞﾙ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:06:45

31 657 岩田　逢希 ｲﾜﾀ ｱｲｷ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:45

32 644 水島　優 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:06:46

33 667 武冨　福久 ﾀｹﾄﾐ ﾌｸﾋｻ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:06:48

34 622 筒井　陽 ﾂﾂｲ ﾊﾙ 長野県 飯田市立高陵中学校 0:06:48

35 686 徳田　楓士 ﾄｸﾀﾞ ﾌｳｼ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:06:50

36 627 河村　翔琉 ｶﾜﾑﾗ ｶｹﾙ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:50

37 653 松田　健汰 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:06:50

38 642 代田　真司 ｼﾛﾀ ｼﾝｼﾞ 長野県 飯田市立鼎中学校 0:06:51

39 660 岡島　稜 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 三重県 菰野町立八風中学校 0:06:52

40 621 小池　晴斗 ｺｲｹ ﾊﾙﾄ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:06:52



41 628 松本　晴斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:52

42 655 野坂　宗司 ﾉｻｶ ｿｳｼ 福井県 0:06:54

43 635 吉村　琉翔 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 福井県 0:06:54

44 677 中川　悠晴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 富山県 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ 0:06:54

45 630 大久保　志哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:06:55

46 656 髙野　疾颯 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾃ 福井県 0:06:56

47 675 延永　大和 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:06:57

48 659 萬玉　葦大 ﾏﾝｷﾞｮｸ ｱｼﾀ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:06:57

49 646 永田　和門 ﾅｶﾞﾀ ﾜﾓﾝ 石川県 金沢学院大学附属中学校 0:06:57

50 636 野崎　慶 ﾉｻﾞｷ ｹｲ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:06:57

51 619 高橋　岳大 ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸﾄ 岡山県 さくら走練 0:06:59

52 664 齋藤　颯馬 ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:07:01

53 640 判治　直哉 ﾊﾝｼﾞ ﾅｵﾔ 愛知県 0:07:02

54 638 本島　岳 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野県 高森町立高森中学校 0:07:02

55 641 菅原　秀太 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｭｳﾀ 愛知県 ＳＥＴＰＲＯＪＥＣＴ 0:07:03

56 650 長谷川　翔太 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:03

57 662 村田　琥太郎 ﾑﾗﾀ ｺﾀﾛｳ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:04

58 637 鳥海　倖正 ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 長野県 高森町立高森中学校 0:07:04

59 634 浅原　龍之介 ｱｻﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:07:06

60 690 大利　蒼平 ﾀﾞｲﾘ ｿｳﾍｲ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:07:07

61 652 河原　慶吾 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｺﾞ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:07:08

62 685 櫻井　雄太 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:07:09

63 651 林　倖久 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋｻ 広島県 三原市立第五中学校 0:07:10

64 632 野村　一馬 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 下條小学校下條中学校 0:07:11

65 693 木ノ村　輝 ｷﾉﾑﾗ ﾋｶﾙ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:12

66 624 半谷　颯佑 ﾊﾝﾔ ｿｳｽｹ 愛知県 ＦＫＮ陸上クラブ 0:07:12

67 654 大溪　晟矢 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:13

68 670 野村　歩夢 ﾉﾑﾗ ｱﾕﾑ 滋賀県 長浜市立西中学校 0:07:13

69 673 井野　颯介 ｲﾉ ｿｳｽｹ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:14

70 665 松本　玄 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:14

71 687 五所村　央歩 ｺﾞｼｮﾑﾗ ｵﾄ 石川県 加賀市立山代中学校 0:07:15

72 681 池田　秀太 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾀ 石川県 金沢学院大学附属中学校 0:07:16

73 668 吉田　一吹 ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:07:17

74 679 橋爪　京葵 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾂｷ 長野県 飯田市立緑ヶ丘中学校 0:07:19

75 671 伊藤　春弥 ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 三重県 四日市市立富田中学校 0:07:20

76 674 澤田　鷹玖 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 石川県 セカンドラップ 0:07:21

77 691 猪又　大夢 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛﾑ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:07:22

78 676 十河　晴樹 ｿｺﾞｳ ﾊﾙｷ 京都府 0:07:23

79 647 伊藤　蒼真 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 京都府 岡崎ＲＣ 0:07:23

80 666 山口　颯介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 京都府 岡崎ＲＣ 0:07:23

81 658 荒木　咲翔 ｱﾗｷ ｻｸﾄ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:28

82 672 天野　翔太 ｱﾏﾉ ｼｮｳﾀ 岐阜県 0:07:29

83 684 今田　凱斗 ｲﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 岡山県 ゆめりくクラブ 0:07:31

84 678 櫻井　玲桜 ｻｸﾗｲ ﾚｵ 愛知県 ＫＭＲ 0:07:32

85 692 堀内　颯真 ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾏ 三重県 菰野町立八風中学校 0:07:43

86 682 森下　翔太 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:46

87 699 上原　寛正 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:46

88 696 伊藤　暖真 ｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:07:47

89 688 角張　那旺 ｶｸﾊﾘ ﾅｵ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:47

90 683 大石　忠国 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞｸﾆ 富山県 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ 0:07:49

91 711 杉田　力輝人 ｽｷﾞﾀ ﾘｷﾄ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:52

92 705 武藤　耕 ﾑﾄｳ ｺｳ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:59

93 712 森　翔太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:00

94 697 早川　哲人 ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾄ 長野県 組合立鉢盛中学校 0:08:02

95 698 藤本　亮平 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 滋賀県 野洲北中学校 0:08:02



96 689 福家　芯之助 ﾌｹ ｼﾝﾉｽｹ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:03

97 706 森下　愛斗 ﾓﾘｼﾀ ｱｲﾄ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:07

98 695 本田　千尋 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 神戸市立白川台中学校 0:08:12

99 700 小野　悠太 ｵﾉ ﾕｳﾀ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:08:16

100 709 杉之原　総大 ｽｷﾞﾉﾊ ｿｳﾀ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:18

101 702 村上　凰大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ 京都府 京都市立洛北中学校 0:08:19

102 703 岩崎　翔 ｲﾜｻｷ ｼｮｳ 京都府 京都市立洛北中学校 0:08:20

103 701 北川　琉空 ｷﾀｶﾞﾜ ﾙｳｸ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:08:22

104 707 松井　貴寛 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:53

105 708 関　海翔 ｾｷ ｶｲﾄ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:57



BIWAKO　クロスカントリー　２０２3

第８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・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

特別協賛：（公財）SGH文化スポーツ振興財団

特別協力：富士通Japan

期日：2023年　2月 5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 審 判 長： 小寺　善正

測定区分：トランスポンダー 　 記録主任：浮氣　清司

【部門】 中学　女子３年　2km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 1011 木村　真桜 ｷﾑﾗ ﾏｵ 茨城県 泉丘中学校 0:06:47

2 1004 菅原　仁子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾆｺ 千葉県 船橋市立三田中学校 0:06:51

3 1002 大谷　芽以 ｵｵﾀﾆ ﾒｲ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:06:52

4 1003 杉浦　華夏 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅﾃﾞ 愛知県 まるいち 0:06:56

5 1010 渡辺　愛来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒﾙ 愛知県 まるいち 0:06:59

6 1007 真柴　愛里 ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 長野県 伊那市立春富中学校 0:06:59

7 1008 宇野　莉里杏 ｳﾉ ﾘﾘｱ 愛知県 松下一家道場 0:07:04

8 1005 高橋　沙綾 ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ 愛知県 刈谷南中学校 0:07:08

9 1029 太田　里菜 ｵｵﾀ ﾘﾅ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:07:10

10 1018 田畑　陽菜 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野県 伊那市立春富中学校 0:07:13

11 1006 林　千遥 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 鳥取県 八頭町立八頭中学校 0:07:13

12 1015 冨澤　茉那 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 愛知県 岡崎市立甲山中学校 0:07:13

13 1019 田中　望愛 ﾀﾅｶ ﾉﾉｱ 京都府 京都光華中学校 0:07:14

14 1028 中島　純鈴 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 滋賀県 水口東中学校 0:07:18

15 1013 水城　央 ﾐｽﾞｷ ﾋﾛ 東京都 清新ＪＡＣ 0:07:21

16 1014 名里　奏夢 ﾅｻﾞﾄ ｱﾕ 福井県 0:07:21

17 1020 森田　ここ乃 ﾓﾘﾀ ｺｺﾉ 愛知県 0:07:22

18 1026 上島　円羅 ｳｴｼﾞﾏ ﾂﾌﾞﾗ 福井県 0:07:24

19 1022 神谷　弥音 ｶﾐﾔ ﾐﾉﾝ 愛知県 高蔵中学校 0:07:27

20 1021 佐渡　結月 ｻﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 富山県 立山町立雄山中学校 0:07:30

21 1031 長峰　莉海南 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾚｲﾅ 千葉県 国分寺台西中学校 0:07:35

22 1012 尾崎　妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取県 湯梨浜町立湯梨浜中学校 0:07:37

23 1027 岩田　留依 ｲﾜﾀ ﾙｲ 愛知県 尾西第三中学 0:07:37

24 1023 水野　花音 ﾐｽﾞﾉ ｶﾉﾝ 大阪府 大阪市立大淀中学校 0:07:42

25 1017 高橋　笑歌 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｶ 北海道 旭川市立神居東中学校 0:07:48

26 1034 木内　咲桜 ｷｳﾁ ﾊﾅ 三重県 鈴鹿市立平田野中学校 0:07:49

27 1038 片桐　花笑 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｴ 福井県 0:07:51

28 1030 阿部　柑菜 ｱﾍﾞ ｶﾝﾅ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:52

29 1016 田中　佑奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 京都府 京都市立樫原中学校 0:07:59

30 1025 井沢　心々凪 ｲｻﾞﾜ ｺｺﾅ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:08:08

31 1033 横川　潤 ﾖｺｶﾜ ｼﾞｭﾝ 京都府 岡崎ＲＣ 0:08:10

32 1036 五所村　アコ ｺﾞｼｮﾑﾗ ｱｺ 石川県 星稜中学校 0:08:15

33 1032 尾崎　百夏 ｵｻｷ ﾓﾓｶ 鳥取県 湯梨浜町立湯梨浜中学校 0:08:17

34 1040 若松　愛奈 ﾜｶﾏﾂ ﾒｸﾞﾅ 石川県 星稜中学校 0:08:18

35 1039 槇元　彩葉 ﾏｷﾓﾄ ｲﾛﾊ 三重県 高田中学校 0:08:18

36 1024 中島　優里 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾘ 岩手県 盛岡市立下ノ橋中学校 0:08:39
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1 1201 一兜　咲子 ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ｻｷｺ 東京都 杉並区立大宮中学校 0:06:47

2 1207 樋口　遥 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:47

3 1216 川上　南海 ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:06:48

4 1205 黒田　六花 ｸﾛﾀﾞ ﾘｯｶ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:54

5 1204 和田　心 ﾜﾀﾞ ｺｺﾛ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:55

6 1202 大木　優奈 ｵｵｷ ﾕﾅ 東京都 清新ＪＡＣ 0:06:56

7 1221 大杉　彩稀 ｵｵｽｷﾞ ｱﾔｷ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:56

8 1213 田中　千晶 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 岐阜県 高山市立中山中学校 0:06:58

9 1209 井上　華奈 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 岡山県 瀬戸内市立邑久中学校 0:06:59

10 1212 南舎　華怜 ﾐﾅﾐﾔ ｶﾚﾝ 京都府 京都市立桂中学校 0:07:01

11 1214 猪頭　心花 ｲｶﾞｼﾗ ｺﾉｶ 静岡県 御殿場市立御殿場中学校 0:07:03

12 1206 大谷　彩乃 ｵｵﾀﾆ ｱﾔﾉ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:05

13 1211 山本　美伶 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾚｲ 福岡県 コスモスランニングクラブ 0:07:06

14 1230 前田　杏柚 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:07:12

15 1224 川上　紗和 ｶﾜｶﾐ ｻﾜ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:12

16 1210 今井　玲那 ｲﾏｲ ﾚﾅ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:07:13

17 1234 遠藤　絢愛 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 新潟県 五泉少年マラソンクラブ 0:07:14

18 1219 志田　采世 ｼﾀﾞ ｱﾔｾ 富山県 富山市立西部中学校 0:07:14

19 1246 加藤　祐希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 京都府 京都市立桂中学校 0:07:15

20 1237 小川　美紗 ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:07:20

21 1231 村山　紗和 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾜ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:21

22 1233 小林　由依 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 香川県 香川レーシングチーム 0:07:22

23 1229 篠原　千怜 ｼﾉﾊﾗ ﾁｻﾄ 京都府 京都市立桂中学校 0:07:23

24 1247 石井　夢梨 ｲｼｲ ﾕﾒﾘ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:07:24

25 1241 宮澤　和 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 長野県 駒ヶ根市立赤穂中学校 0:07:24

26 1222 齋藤　梨菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 島根県 益田市立高津中学校 0:07:26

27 1208 林　美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:27

28 1220 嶋崎　葵音 ｼﾏｻｷ ｱｵﾈ 福井県 0:07:27

29 1243 澤田　梨織 ｻﾜﾀﾞ ﾘｵ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:07:27

30 1215 古川　真子 ﾌﾙｶﾜ ﾏｺ 静岡県 清水町立南中学校 0:07:27

31 1232 高巣　樹里 ﾀｶｽ ｼﾞｭﾘ 京都府 京都市立桂中学校 0:07:27

32 1244 村山　葵音 ﾑﾗﾔﾏ ｱｵﾈ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:29

33 1251 高宮　さくらこ ﾀｶﾐﾔ ｻｸﾗｺ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:07:29

34 1223 庄治　咲來 ｼｮｳｼﾞ ｻｸﾗ 岡山県 瀬戸内市立邑久中学校 0:07:31

35 1248 尾方　彩海 ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾐ 愛知県 東浦町立東浦北部中学校 0:07:33

36 1256 中田　笑里 ﾅｶﾀ ｴﾐﾘ 京都府 京都市立岡崎中学校 0:07:35

37 1245 梶谷　ちあ ｶｼﾞﾀﾆ ﾁｱ 島根県 松江市立湖南中学校 0:07:36

38 1227 青木　萌奈 ｱｵｷ ﾓﾅ 東京都 清新ＪＡＣ 0:07:37

39 1235 夏井　日菜子 ﾅﾂｲ ﾋﾅｺ 岩手県 ＴアスリートＴＣ 0:07:38

40 1225 竹林　柚衣 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:07:39



41 1217 髙橋　愛々 ﾀｶﾊｼ ﾈﾈ 三重県 四日市市立港中学校 0:07:41

42 1255 福田　真子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:43

43 1252 坂内　海美 ｻｶｳﾁ ｳﾐ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:44

44 1263 下村　咲葵 ｼﾓﾑﾗ ｻｷ 愛知県 セットプロジェクト 0:07:48

45 1260 兒島　実夏 ｺｼﾞﾏ ﾐﾅﾂ 京都府 京都市立洛北中学校 0:07:48

46 1236 金森　由奈 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 島根県 出雲市立向陽中学校 0:07:49

47 1273 入田　和奏 ｲﾘﾀ ﾜｶﾅ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:51

48 1258 塩見　真菜 ｼｵﾐ ﾏﾅ 福井県 0:07:54

49 1271 永瀬　友棉 ﾅｶﾞｾ ﾕﾒ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:07:56

50 1272 桑原　弓和 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾅ 静岡県 御殿場市立御殿場中学校 0:07:56

51 1262 岩永　七海 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 京都府 京都市立西京高等学校付属中学校0:07:57

52 1239 皆川　七奈子 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅﾅｺ 三重県 0:08:00

53 1265 加藤　千織 ｶﾄｳ ﾁｵﾘ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:08:00

54 1249 伊東　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 福井県 0:08:00

55 1279 古谷　紗英 ﾌﾙﾔ ｻｴ 京都府 レジェンドＡＣ 0:08:01

56 1250 井原　惺南 ｲﾊﾗ ｾﾅ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:08:02

57 1228 篠田　ひまり ｼﾉﾀﾞ ﾋﾏﾘ 北海道 旭川市立神居東中学校 0:08:04

58 1257 東　千桜 ﾋｶﾞｼ ﾁｻｷ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:08:07

59 1238 増田　彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉県 さいたま市立宮原中学校 0:08:09

60 1268 大岩　みなみ ｵｵｲﾜ ﾐﾅﾐ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:08:12

61 1269 橋本　葉月 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 愛知県 セットプロジェクト 0:08:12

62 1242 福田　美紅 ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ 島根県 出雲市立向陽中学校 0:08:14

63 1266 天野　ひかり ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:08:15

64 1275 三村　鈴乃 ﾐﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:23

65 1253 渡邉　美心都 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｺﾄ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:08:30

66 1261 奥木　桃夏 ｵｸｷﾞ ﾓﾓｶ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:08:34

67 1288 清水　陽穂 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾎ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:35

68 1282 齋藤　凜帆 ｻｲﾄｳ ﾘﾎ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:36

69 1270 馬場　花菜子 ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾅｺ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:36

70 1274 久本　実央 ﾋｻﾓﾄ ﾐｵ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:37

71 1264 近藤　帆香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:45

72 1277 土居　くるみ ﾄﾞｲ ｸﾙﾐ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:55

73 1278 井上　和咲 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｻ 静岡県 清水町立南中学校 0:08:56

74 1276 田中　紫野 ﾀﾅｶ ｼﾉ 三重県 亀山市立亀山中学校 0:09:00

75 1284 小林　玉緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏｵ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:09:16

76 1287 庵　桜帆 ｲｵﾘ ｻﾎ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:09:27

77 1283 小泉　芽生 ｺｲｽﾞﾐ ﾒｲ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:09:34

78 1280 西村　実琴 ﾆｼﾑﾗ ﾐｺﾄ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:09:38

79 1285 居合　香穂 ｲｱｲ ｶﾎ 京都府 0:09:42

80 1281 岡本　留奈 ｵｶﾓﾄ ﾙﾅ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:09:42

81 1286 榎並　莉瑚 ｴﾅﾐ ﾘｺ 京都府 0:09:44



BIWAKO　クロスカントリー　２０２3

第８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・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

特別協賛：（公財）SGH文化スポーツ振興財団

特別協力：富士通Japan

期日：2023年　2月 5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 審 判 長： 小寺　善正

測定区分：トランスポンダー 　 記録主任：浮氣　清司

【部門】 中学　女子１年　2km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 1401 長森　結愛 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾕｳｱ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:06:53

2 1402 黒川　志帆 ｸﾛｶﾜ ｼﾎ 富山県 富山市立大沢野中学校 0:06:58

3 1412 南　和奏 ﾐﾅﾐ ﾜｶﾅ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:59

4 1417 石原　万結 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:59

5 1405 古川　蒼椛 ﾌﾙｶﾜ ｱｲｶ 愛知県 愛知陸協 0:07:01

6 1408 杉田　紅桜 ｽｷﾞﾀ ｸｸﾗ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:07:01

7 1403 小林　彩音 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ 東京都 清新ＪＡＣ 0:07:01

8 1418 太田　美香 ｵｵﾀ ﾐｶ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:07:01

9 1410 村松　留名 ﾑﾗﾏﾂ ﾙﾅ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:07:04

10 1413 坂内　波美 ｻｶｳﾁ ﾅﾐ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:07

11 1404 柿沼　日恋 ｶｷﾇﾏ ﾆｺ 東京都 清新ＪＡＣ 0:07:09

12 1407 坂本　美來 ｻｶﾓﾄ ﾐﾗｲ 三重県 ＹウェルネスＣ 0:07:09

13 1419 福井　妃紗奈 ﾌｸｲ ﾋｻﾅ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:07:11

14 1411 櫛渕　比楽理 ｸｼﾌﾞﾁ ﾋﾗﾘ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:14

15 1422 大谷　恵以 ｵｵﾀﾆ ｹｲ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:07:14

16 1414 宮永　愛美 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾏﾅﾐ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:07:15

17 1415 阿部　杏菜 ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:16

18 1416 日野　夏愛 ﾋﾉ ｶﾅ 島根県 松江市立第四中学校 0:07:17

19 1424 菊地　桜香 ｷｸﾁ ｵｳｶ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:07:25

20 1406 北川　天咲 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻ 愛知県 ＴＳＭ 0:07:28

21 1426 村田　緯 ﾑﾗﾀ ﾂｶﾈ 京都府 京都市立岡崎中学校 0:07:29

22 1433 鈴木　芽依 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 愛知県 ＫＭＲ 0:07:29

23 1409 柴田　莉奈 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ 岡山県 さくら走練 0:07:31

24 1466 山本　蘭奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾗﾝﾅ 富山県 大沢野中学校 0:07:34

25 1456 山本　莉緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 福井県 0:07:34

26 1448 西田　つばさ ﾆｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 石川県 七尾市立七尾中学校 0:07:38

27 1432 横川　綸 ﾖｺｶﾞﾜ ﾘﾝ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:07:40

28 1480 井上　琴音 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾈ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:07:40

29 1442 奥村　望愛 ｵｸﾑﾗ ﾐｱ 福井県 0:07:41

30 1438 岩田　麻里 ｲﾜﾀ ﾏﾘ 愛知県 尾西第三中学 0:07:42

31 1429 藤本　花夏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:07:42

32 1431 白石　希実 ｼﾗｲｼ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 小牧市立応時中学校 0:07:42

33 1457 大治　空楽 ｵｵｼﾞ ｿﾗ 滋賀県 甲賀市立甲賀中学校 0:07:42

34 1436 立花　毬乃 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾘﾉ 広島県 三原市立第五中学校 0:07:43

35 1423 後藤　朱里 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ 長野県 飯田市立鼎中学校 0:07:44

36 1443 寺田　小雪 ﾃﾗﾀﾞ ｺﾕｷ 福井県 0:07:44

37 1420 市川　紗帆 ｲﾁｶﾜ ｻﾎ 愛知県 ＴＳＭ岡崎 0:07:47

38 1430 斉藤　野々花 ｻｲﾄｳ ﾉﾉｶ 新潟県 五泉少年マラソンクラブ 0:07:47

39 1469 榮德　美波 ｴｲﾄｸ ﾐﾅﾐ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:07:50

40 1444 松下　詩 ﾏﾂｼﾀ ﾗﾗ 愛知県 松下一家道場 0:07:52



41 1435 北出　陽菜 ｷﾀﾃﾞ ﾋﾅ 石川県 金沢学院大学附属中学校 0:07:53

42 1450 飯澤　花步 ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ 長野県 飯田市立鼎中学校 0:07:55

43 1447 桂　ななみ ｶﾂﾗ ﾅﾅﾐ 京都府 京都市立桂中学校 0:07:56

44 1451 丸田　紗那 ﾏﾙﾀ ｻﾅ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:07:56

45 1454 髙橋　小桃 ﾀｶﾊｼ ｺﾓﾓ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:07:59

46 1460 鵜家　桃花 ｳｲｴ ﾓﾓｶ 石川県 中能登町立中能登中学校 0:08:00

47 1477 中西　奏葉 ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾊ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:08:01

48 1446 高木　結 ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 岐阜県 高山市立日枝中学校 0:08:02

49 1449 山本　愛來 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾗ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:03

50 1455 近藤　莉子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｺ 岡山県 玉野市立宇野中学校 0:08:03

51 1459 橋本　若菜 ﾊｼﾓﾄ ﾜｶﾅ 愛知県 セットプロジェクト 0:08:04

52 1452 石岡　梓 ｲｼｵｶ ｱｽﾞｻ 岡山県 瀬戸内市立邑久中学校 0:08:04

53 1458 中田　結音 ﾅｶﾀﾞ ﾕﾈ 岐阜県 高山市立日枝中学校 0:08:05

54 1463 山尾　実咲恵 ﾔﾏｵ ﾐｻｴ 京都府 京都市立岡崎中学校 0:08:06

55 1475 河内　結香 ｺｳﾁ ﾕｲｶ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:08

56 1439 水野　眞子 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 長野県 飯田市立鼎中学校 0:08:10

57 1453 森川　亜萌璃 ﾓﾘｶﾜ ｱﾒﾘ 広島県 三原市立第五中学校 0:08:11

58 1462 室田　梨湖 ﾑﾛﾀ ﾘｺ 石川県 内灘町立内灘中学校 0:08:11

59 1494 勝間　千瑳 ｶﾂﾏ ﾁｻ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:11

60 1465 中村　みのり ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ 京都府 京都市立洛北中学校 0:08:12

61 1473 山本　稟果 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:08:18

62 1481 真砂　日菜子 ﾏｻｺﾞ ﾋﾅｺ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:08:18

63 1440 馬場　うか ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 愛知県 ＴＳＭ 0:08:19

64 1437 仕田原　ひなた ｼﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾀ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:19

65 1427 森安　葵衣 ﾓﾘﾔｽ ｱｵｲ 広島県 三原市立第五中学校 0:08:20

66 1434 久保田　里桜 ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ 新潟県 十日町市陸上競技協会 0:08:23

67 1445 宮澤　優希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:08:28

68 1471 舟田　萌那 ﾌﾅﾀﾞ ﾓﾅ 三重県 鈴鹿市立千代崎中学校 0:08:29

69 1484 小林　加代 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾖ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:31

70 1467 柴田　亜由果 ｼﾊﾞﾀ ｱﾕｶ 岡山県 邑久中学校 0:08:31

71 1464 奥田　志乃 ｵｸﾀﾞ ｼﾉ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:08:32

72 1482 依光　玲奈 ﾖﾘﾐﾂ ﾚﾅ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:08:35

73 1441 北山　由記子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ 福井県 0:08:36

74 1472 西岡　花菜 ﾆｼｵｶ ﾊﾅ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:39

75 1476 吉田　清香 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:40

76 1488 小田　桃子 ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:08:43

77 1493 圓林　愛珠 ｴﾝﾘﾝ ﾏﾅﾐ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:45

78 1492 中村　向葵 ﾅｶﾑﾗ ﾋｱ 滋賀県 東近江市立能登川中学校 0:08:48

79 1468 内海　華琳 ｳﾂﾐ ｶﾘﾝ 広島県 三原市立第五中学校 0:08:48

80 1496 西川　穂乃 ﾆｼｶﾜ ﾎﾉ 岡山県 ゆめりく 0:08:50

81 1479 村上　希海 ﾑﾗｶﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:09:01

82 1485 平田　琳愛 ﾋﾅﾀ ﾘｱ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:09:02

83 1487 山元　彩音 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾈ 滋賀県 老上中学校 0:09:10

84 1470 隅谷　美和 ｽﾐﾀﾆ ﾐﾜ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:09:50

85 1486 川島　沙希奈 ｶﾜｼﾏ ｻｷﾅ 愛知県 ＦＫＮ陸上クラブ 0:09:58

86 1490 芦田　結衣 ｱｼﾀﾞ ﾕｲ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:10:04

87 1495 奥山　みらい ｵｸﾔﾏ ﾐﾗｲ 岡山県 岡山市立吉備中学校 0:10:37


