
BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 登録　男子　８km

●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 2030 西方　大珠 ﾆｼｶﾀ ﾀｲｼﾞｭ 愛知県 愛三工業 0:24:15

2 2023 腰塚　遥人 ｺｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 広島県 ＪＦＥスチール 0:24:52

3 2041 森井　勇磨 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ 京都府 京都陸協 0:24:57

4 2016 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:25:08

5 2014 宮地　大哉 ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲﾔ 滋賀県 滋賀学園 0:25:15

6 2043 佐野　鈴太 ｻﾉ ﾘﾝﾀ 愛知県 豊川高等学校 0:25:22

7 2045 相地　一夢 ｱｲﾁ ｶｽﾞﾑ 愛知県 豊川高等学校 0:25:24

8 2042 蟹江　隼永 ｶﾆｴ ﾊﾔﾄ 愛知県 豊川高等学校 0:25:24

9 2037 伴　遼典 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳｽｹ 滋賀県 龍谷大学 0:25:34

10 2018 磯尾　友規 ｲｿｵ ﾄﾓﾉﾘ 三重県 0:25:39

11 2017 田井中　悠成 ﾀｲﾅｶ ﾕｳｾｲ 滋賀県 私立滋賀学園高校 0:26:07

12 2013 高橋　佳希 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 愛知県 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:26:14

13 2009 岡久　広 ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ 京都府 京都中央信用金庫 0:26:37

14 2056 早津　光 ﾊﾔﾂ ﾋｶﾙ 滋賀県 びわこ学院大学 0:26:42

15 2026 中島　温 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 福井県 敦賀気比高等学校 0:26:44

16 2028 一花　建 ｲｯｶ ﾀｹﾙ 石川県 田鶴浜スポーツクラブ 0:26:58

17 2029 大川　翔雅 ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾏ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:27:02

18 2047 山口　了生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 福井県 敦賀気比高等学校 0:27:09

19 2034 大迫　汰希 ｵｵｻｺ ﾀｲｷ 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 0:27:16

20 2055 髙　聖翔 ﾀｶ ﾏｻﾄ 滋賀県 びわこ学院大学 0:27:18

21 2039 松山　誠之介 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲﾉｽｹ 京都府 京都府立桂高等学校 0:27:18

22 2032 松原　陽之 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ 滋賀県 敦賀気比高等学校 0:27:28

23 2010 窪田　椋太 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 富山県 ｓｔｙｌｉｓｈ 0:27:34

24 2040 中西　宏希 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ 兵庫県 下関市立大 0:27:58

25 2050 尾崎　圭亮 ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 滋賀県 びわこ学院大学 0:28:03

26 2002 向井　孝次 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 愛知陸協 0:28:04

27 2046 大村　一 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 長野県 癒しの森ＡＣ 0:28:25

28 2025 青木　陽 ｱｵｷ ｱｷﾗ 長野県 癒しの森ＡＣ 0:28:31

29 2006 松井　一矢 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾔ 大阪府 神戸えーしー／神戸ＡＣ 0:28:50

30 2015 後藤　大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 三重県 米鈴ＡＣ 0:28:57

31 2003 森　義記 ﾓﾘ ﾖｼｷ 滋賀県 0:29:08

32 2027 田中　完汰 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ 福井県 敦賀気比高等学校 0:29:33

33 2036 酒井　啓吾 ｻｶｲ ｹｲｺﾞ 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 0:30:38

34 2020 南　武宏 ﾐﾅﾐ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 サウルス　ジャパン 0:30:46

35 2035 大洞　慎悟 ｵｵﾎﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 0:30:57

36 2024 小松　晃人 ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 長野県 癒しの森ＡＣ 0:31:06

37 2012 城間　泰佑 ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ 大阪府 0:31:27

38 2048 酒井　貴勝 ｻｶｲ ﾖｼﾏｻ 滋賀県 シガチャレンジアスリートクラブ 0:31:58

39 2022 金森　康洋 ｶﾅﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県 岐阜県警ＲＣ 0:32:52

40 2008 立花　虎太郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺﾀﾛｳ 兵庫県 神戸えーしー 0:33:42



41 2005 立石　賢司 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 神戸えーしー 0:33:55

42 2019 曽野　政男 ｿﾉ ﾏｻｵ 滋賀県 滋賀陸協 0:35:04

43 2004 谷本　貴史 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ 京都府 比叡山高陸友会 0:35:49

44 2001 清水　泰生 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 大阪府 京都マスターズ 0:37:53

45 2011 中嶋　雅孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 滋賀県 滋賀マスターズＡＣ 0:38:05

46 2049 中島　強 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 兵庫県 0:43:38

47 2038 藤井　賢一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 神戸えーしー 0:47:37



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 登録　U-20男子　５km

●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 2330 七枝　直 ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ 大阪府 関大北陽 0:15:19

2 2285 野間　黎矢 ﾉﾏ ﾚｲﾔ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:15:27

3 2310 花井　創 ﾊﾅｲ ｿｳ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:15:29

4 2336 杉田　晃大 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知県 豊川高等学校 0:15:36

5 2238 三宅　悠斗 ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 京都府 洛南高等学校 0:15:37

6 2296 森谷　光揮 ﾓﾘﾀﾆ ｺｳｷ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:15:40

7 2281 加嶋　翼 ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 京都府 洛南高等学校 0:15:41

8 2224 多原　大和 ﾀﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 島根県 島根県立出雲工業高等学校 0:15:42

9 2327 井本　正凪 ｲﾓﾄ ﾏｻﾅｷﾞ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:15:42

10 2332 渡邊　颯汰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 岐阜県 麗澤瑞浪高等学校 0:15:42

11 2255 野川　元希 ﾉｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 愛知県 愛知高校 0:15:43

12 2375 浅野　孔 ｱｻﾉ ｺｳ 三重県 高田高等学校 0:15:44

13 2228 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 愛知県 愛知高等学校 0:15:45

14 2371 林　侑汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 三重県 高田高等学校 0:15:45

15 2368 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 愛知県 滋賀学園 0:15:46

16 2246 橋本　憲一郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 愛知高校 0:15:50

17 2363 中村　貫太 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ 京都府 洛南高等学校 0:15:51

18 2220 仙石　旭 ｾﾝｺﾞｸ ｱｷﾗ 愛知県 愛知高等学校 0:15:51

19 2274 八尋　友希 ﾔﾋﾛ ﾕｳｷ 愛知県 0:15:54

20 2350 糟谷　源太 ｶｽﾔ ｹﾞﾝﾀ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:15:56

21 2204 柘植　貫太 ﾂｹﾞ ｶﾝﾀ 静岡県 浜松日体高校 0:15:56

22 2222 浮邉　直人 ｳｷﾍﾞ ﾅｵﾄ 愛知県 愛知高等学校 0:15:56

23 2374 杉本　憲亮 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ 三重県 高田高等学校 0:15:57

24 2212 中川　丈大 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:15:58

25 2382 西川　侑李 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾘ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:59

26 2326 松栄　匠 ﾏﾂｴ ﾀｸﾐ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:16:00

27 2320 塚本　瑞起 ﾂｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 三重県 津田学園高等学校 0:16:01

28 2303 長廻　舜也 ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根県 島根県立平田高等学校 0:16:01

29 2383 中村　夏輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大阪府 関大北陽高等学校 0:16:01

30 2253 中西　慶士郎 ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾛｳ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:02

31 2256 平田　碧 ﾋﾗﾀ ｿﾗ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:03

32 2273 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 愛知高等学校 0:16:04

33 2259 工藤　羽流 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ 京都府 洛南高等学校 0:16:04

34 2339 鷲野　遥都 ﾜｼﾉ ﾊﾙﾄ 愛知県 豊川高等学校 0:16:05

35 2250 竹村　明人 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾄ 滋賀県 比叡山高校 0:16:08

36 2342 迫　悠真 ｻｺ ﾕｳｼﾝ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:16:09

37 2388 片桐　貫太 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:16:09

38 2276 石田　崇人 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:09

39 2389 佐藤　大和 ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:16:12

40 2293 山本　優晟 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:16:14



41 2340 神田　悦士 ｶﾝﾀﾞ ｴﾂﾄ 愛知県 豊川高等学校 0:16:15

42 2223 杉本　春 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:16:15

43 2217 市丸　健太 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ 愛知県 愛知高等学校 0:16:16

44 2227 鳥羽　恭平 ﾄﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 愛知県 愛知高等学校 0:16:17

45 2295 石飛　翔悟 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｮｳｺﾞ 島根県 島根県立平田高等学校 0:16:19

46 2353 大濱　優輝 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:16:21

47 2286 豊田　雄大 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 0:16:21

48 2214 鈴木　優太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知県 愛知高等学校 0:16:23

49 2278 宮碕　颯来 ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:16:24

50 2287 森田　えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 京都府 京都府立桂高等学校 0:16:27

51 2364 木村　朋貴 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ 滋賀県 草津市立草津東高等学校 0:16:27

52 2394 坂井田　翔太 ｻｶｲﾀﾞ ｼｮｳﾀ 三重県 高田高等学校 0:16:27

53 2361 高田　智生 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 京都府 0:16:29

54 2351 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 大阪府 関大北陽 0:16:31

55 2311 牧野　龍哉 ﾏｷﾉ ﾘｭｳﾔ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:16:31

56 2282 河野　成那 ｶﾜﾉ ｾﾅ 愛知県 豊田大谷 0:16:33

57 2225 野村　渓達 ﾉﾑﾗ ｹｲﾀﾂ 島根県 益田東高等学校 0:16:33

58 2290 冨岡　成望 ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根県 平田高校 0:16:34

59 2392 清水　大斗 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾄ 三重県 高田高等学校 0:16:34

60 2205 村井　隆真 ﾑﾗｲ ﾘｭｳﾏ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:16:34

61 2206 新木　淳太 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:16:35

62 2252 小池　太壱 ｺｲｹ ﾀｲﾁ 滋賀県 0:16:37

63 2230 臼井　春輝 ｳｽｲ ﾊﾙｷ 愛知県 愛知高等学校 0:16:39

64 2306 小寺　空駕 ｺﾃﾞﾗ ｸｳｶﾞ 福井県 敦賀気比高等学校 0:16:40

65 2305 石原　夢大 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:16:40

66 2319 出井　彪雅 ﾃﾞｲ ﾋｭｳｶﾞ 愛知県 愛知高校 0:16:41

67 2239 渡　大希 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ 滋賀県 比叡山高校 0:16:43

68 2268 豊島　楓也 ﾄﾖｼﾏ ﾌｳﾔ 石川県 鵬学園高等学校 0:16:46

69 2240 益子　隼乃介 ﾏｼｺ ｼｭﾝﾉｽｹ 愛知県 愛知高等学校 0:16:46

70 2338 澤村　優仁 ｻﾜﾑﾗ ﾋﾛﾄ 愛知県 豊川高等学校 0:16:48

71 2329 小蔭　剛 ｺｶｹﾞ ﾂﾖｼ 大阪府 関大北陽 0:16:49

72 2213 伊藤　凪沙 ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根県 出雲工業高等学校 0:16:49

73 2333 澤井　昴希 ｻﾜｲ ｺｳｷ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 0:16:50

74 2347 藤原　優人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 大阪府 関大北陽高等学校 0:16:51

75 2232 内木　幹基 ﾅｲｷ ｶﾝｷ 岐阜県 高山西高等学校 0:16:52

76 2312 富永　倖生 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｾｲ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:16:53

77 2209 藤田　孔己 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:16:55

78 2308 半澤　彰基 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾃﾙﾓﾄ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:16:56

79 2294 髙橋　一伍 ﾀｶﾊｼ ｲﾁｺﾞ 福井県 敦賀気比高等学校 0:16:56

80 2284 渡邉　陽奈太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:16:57

81 2221 黒見　鉱大 ｸﾛﾐ ｺｳﾀﾞｲ 島根県 島根県立浜田商業高等学校 0:16:58

82 2234 高見　雅晴 ﾀｶﾐ ﾏｻﾊﾙ 島根県 島根県立出雲工業高等学校 0:16:59

83 2309 海野　瑛良 ｳﾐﾉ ｱｷﾗ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:17:01

84 2348 森本　響 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 京都府 0:17:04

85 2244 家原　一恭 ｲｴﾊﾗ ﾕｷﾖｼ 滋賀県 東近江市立滋賀学園高等学校 0:17:05

86 2379 兒玉　琥珀 ｺﾀﾞﾏ ｺﾊｸ 京都府 京都府立桂高校 0:17:06

87 2318 小村　拓也 ｺﾑﾗ ﾀｸﾔ 岐阜県 麗澤瑞浪高校 0:17:07

88 2391 松田　篤志 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:17:07

89 2372 松本　夏祁 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 大阪府 関西大学北陽高等学校 0:17:08

90 2376 外前田　直人 ﾎｶﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 大阪府 関大北陽 0:17:08

91 2203 櫻井　大吾 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｺﾞ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:08

92 2335 吹春　蒼 ﾌｷﾊﾙ ｱｵｼ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 0:17:09

93 2288 熊谷　豪流 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:17:10

94 2258 大西　峻平 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 滋賀県 比叡山高校 0:17:11

95 2304 奥村　侑哉 ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ 福井県 敦賀気比高等学校 0:17:12



96 2202 市村　叶夢 ｲﾁﾑﾗ ｶﾅﾄ 島根県 島根県立大田高等学校 0:17:13

97 2229 遠藤　優成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 三重県 愛知高校 0:17:13

98 2307 竹内　秀多朗 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ 大阪府 関西大学第一高等学校 0:17:14

99 2384 村田　凰祇 ﾑﾗﾀ ｵｳｷ 兵庫県 0:17:15

100 2377 大谷　優斗 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾄ 京都府 京都府立桂高等学校 0:17:17

101 2301 川尻　蓮斗 ｶﾜｼﾞﾘ ﾚﾝﾄ 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 0:17:18

102 2356 錦織　秀樹 ﾆｼｺｵﾘ ﾋﾃﾞｷ 島根県 島根県立平田高等学校 0:17:18

103 2385 桑原　千歳 ｸﾜﾊﾗ ﾁﾄｾ 大阪府 関大北陽高 0:17:19

104 2242 落合　晃 ｵﾁｱｲ ｺｳ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:23

105 2395 日野　宙良 ﾋﾉ ｿﾗ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:17:24

106 2299 三島　琉正 ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根県 島根県立平田高等学校 0:17:24

107 2365 澤　龍輝 ｻﾜ ﾘｭｳｷ 京都府 洛南高校 0:17:27

108 2331 阪本　夏菜翔 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾄ 京都府 京都府立桂高等学校 0:17:28

109 2323 岡　真優 ｵｶ ﾏﾋﾛ 島根県 島根県立平田高等学校 0:17:29

110 2269 盛本　航 ﾓﾘﾓﾄ ﾜﾀﾙ 石川県 鵬学園高等学校 0:17:30

111 2298 中村　綸之介 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 大阪府 関西大学第一高等学校 0:17:30

112 2271 多嶋　樹央 ﾀｼﾞﾏ ﾐｷｵ 石川県 鵬学園高等学校 0:17:30

113 2201 藤澤　慶祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 滋賀県 滋賀学園高校 0:17:34

114 2264 濱野　拓弥 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ 石川県 星稜高等学校 0:17:37

115 2315 池田　悠大 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 愛知県 愛知黎明高校 0:17:38

116 2316 村山　心太 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾀ 京都府 京都府立桂高等学校 0:17:38

117 2362 園原　巧海 ｿﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 岐阜県 麗澤瑞浪高等学校 0:17:44

118 2360 北川　寛斗 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 滋賀県 草津東高校 0:17:44

119 2322 古賀　雅也 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:17:45

120 2267 新野　琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ 石川県 鵬学園高等学校 0:17:45

121 2313 山崎　愛翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:17:45

122 2265 島田　凌 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 石川県 星稜高等学校 0:17:45

123 2289 福間　健太 ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根県 島根県立平田高等学校 0:17:47

124 2260 宮村　成輝 ﾐﾔﾑﾗ ﾅﾙｷ 石川県 星稜高等学校 0:17:49

125 2380 西秋　克海 ﾆｼｱｷ ｶﾂﾐ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:51

126 2266 安原　優生 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ 滋賀県 比叡山高等学校 0:17:52

127 2231 田口　舜悟 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｺﾞ 岐阜県 高山西高等学校 0:17:55

128 2358 鈴木　琥太郎 ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:18:01

129 2357 冝喜　結人 ｷﾞｷ ﾕｲﾄ 京都府 京都府立桂高等学校 0:18:02

130 2325 深尾　光佑 ﾌｶｵ ｺｳﾕｳ 京都府 京都府立桂高等学校 0:18:04

131 2314 坂本　新之介 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 愛知県 愛知県立豊川工科高等学校 0:18:06

132 2261 口　颯馬 ｸﾁ ｿｳﾏ 石川県 星稜高等学校 0:18:06

133 2393 菅原　爽 ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳ 滋賀県 滋賀県立草津東高校 0:18:08

134 2270 川上　宇宙 ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 石川県 鵬学園高等学校 0:18:19

135 2257 田原　結翔 ﾀﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 島根県 島根県立出雲工業高等学校 0:18:21

136 2321 下和田　涼真 ｼﾓﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 三重県 津田学園高等学校 0:18:21

137 2378 筧　尚真 ｶｹｲ ｼｮｳﾏ 滋賀県 敦賀気比高等学校 0:18:31

138 2386 妻鳥　俊希 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾄｼｷ 京都府 京都府立桂高等学校 0:18:32

139 2233 髙木　心 ﾀｶｷﾞ ｼﾝ 岐阜県 高山西高等学校 0:18:33

140 2291 冨岡　真海 ﾄﾐｵｶ ﾏｳ 福井県 敦賀気比高等学校 0:18:35

141 2226 伊藤　楓冴 ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 島根県 益田東高等学校 0:18:39

142 2366 竹中　凌 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳ 京都府 塔南高校 0:18:40

143 2279 仲地　昊輝 ﾅｶﾁ ｺｳｷ 愛知県 豊田大谷 0:18:42

144 2243 大堀　陽輝 ｵｵﾎﾘ ﾊﾙｷ 愛知県 愛知高等学校 0:18:43

145 2283 美濃部　真音 ﾐﾉﾍﾞ ﾏﾅﾄ 滋賀県 滋賀県立玉川高等学校 0:18:45

146 2337 柳田　蹴斗 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳﾄ 愛知県 豊川高等学校 0:18:47

147 2359 武村　凉真 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 愛知県 豊田市豊田大谷高等学校 0:18:48

148 2211 中井　夢大 ﾅｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:18:51

149 2272 道貫　龍希 ﾄﾞｳｶﾝ ﾘｭｳｷ 石川県 鵬学園高等学校 0:18:58

150 2263 杉本　隼 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝ 石川県 星稜高等学校 0:19:22



151 2381 西川　海惺 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:19:23

152 2349 坂根　友輝 ｻｶﾈ ﾄﾓｷ 滋賀県 草津市立玉川高等学校 0:19:25

153 2344 森居　桜人 ﾓﾘｲ ﾊﾙﾄ 滋賀県 滋賀県立彦根工業高等学校 0:19:37

154 2236 布野　新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根県 出雲工業高校 0:19:38

155 2302 市ノ木　裕星 ｲﾁﾉｷ ﾕｳｾｲ 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 0:20:03

156 2367 今田　涼介 ｲﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 豊田大谷高校 0:20:27

157 2343 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 滋賀県 滋賀県立彦根工業高等学校 0:20:42

158 2352 岸辺　優真 ｷｼﾍﾞ ﾕｳﾏ 滋賀県 滋賀県立玉川高等学校 0:20:43

159 2317 北川　零琉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲﾙ 京都府 京都府立西城陽高等学校 0:20:51

160 2355 山﨑　龍 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ 滋賀県 玉川高等学校 0:23:51



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 一般　男子A　８km

●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 3059 若林　良樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 和歌山県 洛南高等学校 0:26:18

2 3044 山本　祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 静岡県 0:26:53

3 3037 杉本　知優 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁﾋﾛ 京都府 田辺高校 0:26:55

4 3063 中井　歩夢 ﾅｶｲ ｱﾕﾑ 滋賀県 びわこ学院大学 0:27:04

5 3047 渡辺　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:27:08

6 3048 外山　徠桜 ﾄﾔﾏ ﾘｵ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:27:21

7 3019 沖　和彦 ｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 0:27:55

8 3022 木原　琉聖 ｷﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 京都府 京都府立田辺高等学校 0:28:01

9 3029 吉島　一輝 ﾖｼｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 京都府 京都府立田辺高等学校 0:28:15

10 3035 渡辺　優樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野県 癒しの森ＡＣ 0:28:23

11 3053 溝内　将人 ﾐｿﾞｳﾁ ﾏｻﾄ 大阪府 0:29:13

12 3034 松井　達耶 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ 岐阜県 羽島市立羽島中学校 0:29:20

13 3008 青井　夏雄 ｱｵｲ ﾅﾂｵ 岐阜県 岐阜ＭＣ 0:29:29

14 3064 山田　健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 瀬戸信用金庫 0:29:33

15 3050 坂本　鉄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:29:56

16 3049 鎌倉　馴 ｶﾏｸﾗ ｼｭﾝ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:29:58

17 3003 瀧口　直弘 ﾀｷｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 滋賀県 大津市 0:30:05

18 3010 高橋　裕太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岩手県 ＴーアスリートＴＣ 0:30:10

19 3052 西山　智裕 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 京都府 紫野 0:30:11

20 3046 前原　凌 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:30:23

21 3018 長谷川　慶人 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾄ 兵庫県 神戸ＡＣ所属 0:30:27

22 3070 井手本　渚 ｲﾃﾞﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 京都府 京都市立紫野高等学校 0:30:27

23 3023 河内　泰典 ｶﾜﾁ ﾔｽﾉﾘ 大阪府 0:31:28

24 3045 橋本　裕太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:31:40

25 3068 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 石川県 0:31:45

26 3058 北谷　大翔 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛﾄ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 0:31:51

27 3060 大竹　順平 ｵｵﾀｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大阪府 枚方マスターズ 0:32:13

28 3032 奥冨　譲仁 ｵｸﾄﾐ ﾖｼﾋﾄ 滋賀県 ＬＯＫＯランニング部 0:32:46

29 3065 山田　胡太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 0:33:04

30 3030 渡邉　輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙ 京都府 京都市立紫野高等学校 0:33:10

31 3051 安藤　丘 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 京都府 沖ランニングクラブ 0:33:29

32 3061 伊藤　章 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 愛知県 瀬戸信用金庫 0:34:11

33 3055 川上　謙太 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ 石川県 田鶴浜ＲＣ 0:34:17

34 3004 川勝　義隆 ｶﾜｶﾂ ﾖｼﾀｶ 京都府 そうまぐみ 0:34:42

35 3014 田中　麻詞 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 三重県 0:35:15

36 3020 松下　朗彦 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋｺ 京都府 京都マスターズ 0:35:36

37 3054 長　利夫 ﾁｮｳ ﾄｼｵ 滋賀県 0:35:45

38 3025 松井　友佑 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 滋賀県 くさのまつい 0:36:34

39 3057 森村　光稀 ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾂｷ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 0:36:41

40 3007 松浦　友和 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 滋賀県 0:37:39



41 3009 高橋　進 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 京都府 本能陸上 0:38:13

42 3040 小山　史郎 ｺﾔﾏ ｼﾛｳ 滋賀県 ペガサスミシン 0:38:26

43 3005 影山　裕章 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 滋賀県 0:40:13

44 3033 松永　良幸 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾕｷ 愛知県 0:40:41

45 3028 大橋　政之 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 0:40:48

46 3062 佐々木　康治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 福井県 0:40:54

47 3021 鳥居　忠晃 ﾄﾘｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀県 舞桜嵐 0:41:09

48 3041 北川　尚武 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾀｹ 滋賀県 駅伝ガッツ 0:41:57

49 3024 宮本　昭一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 東京都 0:42:58

50 3066 藤林　将之 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 ＬＯＫＯランニングクラブ 0:43:11

51 3039 上田　剛士 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 滋賀県 0:43:47

52 3043 内田　洋平 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 滋賀県 パールライス滋賀 0:43:53

53 3026 草野　充 ｸｻﾉ ﾀｶｼ 滋賀県 くさのまつい 0:44:08

54 3067 加藤　徹 ｶﾄｳ ﾃﾂ 滋賀県 0:46:46

55 3027 西藤　仁 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 滋賀県 0:46:50

56 3006 前田　傳雄 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾀｵ 滋賀県 0:47:11

57 3069 山形　大輔 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県 0:48:10

58 3042 十亀　修二 ｿｶﾞﾒ ｼｭｳｼﾞ 滋賀県 駅伝ガッツ 0:49:25

59 3038 高田　幹雄 ﾀｶﾀﾞ ﾐｷｵ 福井県 ダイワボウ情報システム 0:51:03

60 3036 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都 0:52:04



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 一般　男子B　４km

●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 3220 佐藤　佑 ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知県 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:13:05

2 3208 高木　丈太郎 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:13:09

3 3263 高桑　涼 ﾀｶｸﾜ ﾘｮｳ 石川県 金沢学院大学 0:13:12

4 3229 大森　誠也 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 岡山県 さくら走練 0:13:17

5 3226 表　紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ 京都府 桃山高校 0:13:26

6 3271 木村　雅幸 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知県 ＫＭＲ 0:13:26

7 3238 山本　隼大 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 京都府 京都府立田辺高等学校 0:13:28

8 3265 白川　太貴 ｼﾗｶﾜ ﾀｲｷ 京都府 京都市立紫野高等学校 0:13:30

9 3231 新庄　亮太 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 ＨＩＫＡＭＥＮＳ 0:13:35

10 3234 田中　龍介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:13:36

11 3278 戸田　悠聖 ﾄﾀﾞ ﾕｳｾｲ 三重県 高田高校 0:13:39

12 3225 黒澤　凛音 ｸﾛｻﾜ ﾘﾝﾄ 京都府 京都府立桃山高校 0:13:43

13 3276 辻　蒼汰 ﾂｼﾞ ｿｳﾀ 滋賀県 びわこ学院大学 0:13:48

14 3258 山本　航之介 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:13:50

15 3232 末吉　悠人 ｽｴﾖｼ ﾊﾙﾄ 愛知県 安城東高校 0:13:52

16 3255 山中嶋　秀和 ﾔﾏﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 静岡県 トヨタ材技エーシー 0:13:52

17 3204 鈴木　駿太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 愛知県 中部大春日丘 0:13:56

18 3242 山田　維吹 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 愛知県 大須ＡＣ 0:13:57

19 3221 佐藤　技 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 愛知県 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:13:58

20 3219 伊藤　秀平 ｲﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 三重県 0:13:58

21 3256 山上　剛史 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｹｼ 静岡県 トヨタ材技エーシー 0:13:59

22 3218 山崎　祐輝 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 滋賀県 滋賀教員 0:14:00

23 3201 大高　達典 ｵｵﾀｶ ﾀﾂﾉﾘ 神奈川県 秋田陸協 0:14:00

24 3275 小﨑　侑汰 ｺｻﾞｷ ﾕｳﾀ 三重県 高田高等学校 0:14:04

25 3273 鈴木　一左 ｽｽﾞｷ ｲｯｻ 三重県 高田高等学校 0:14:06

26 3269 河原林　凛成 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｾｲ 京都府 立命館守山高等学校 0:14:13

27 3237 高前　直幸 ﾀｶﾏｴ ﾅｵﾕｷ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:14:14

28 3249 狩野　悠太 ｶﾉ ﾕｳﾀ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:18

29 3254 山崎　優作 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｻｸ 京都府 桃山高等学校 0:14:23

30 3259 林　秀吉 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾖｼ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:14:24

31 3230 西脇　敬吾 ﾆｼﾜｷ ｷｮｳｺﾞ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:26

32 3203 河地　真吾 ｶﾜﾁﾞ ｼﾝｺﾞ 滋賀県 米原ＡＣ 0:14:27

33 3207 大場　創介 ｵｵﾊﾞ ｿｳｽｹ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:14:28

34 3241 山﨑　匠真 ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:29

35 3209 髙納　琉生 ﾀｶﾉｳ ﾙｲ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:14:35

36 3244 權藤　真生 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｾｲ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:40

37 3257 柏木　涼賀 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:14:41

38 3235 名和　武也 ﾅﾜ ﾀｹﾔ 岐阜県 ＫＹＢ 0:14:45

39 3272 浅田　明道 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾐﾁ 京都府 ソレイユ　エーシー 0:14:47

40 3268 千代　開莉 ﾁｼﾛ ｶｲﾘ 滋賀県 立命館守山高等学校 0:14:47



41 3233 片桐　駿介 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 安城東高校 0:14:50

42 3253 小阪　光生 ｺｻｶ ｺｳｾｲ 愛知県 大須ＡＣ 0:14:50

43 3274 加藤　桜介 ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 三重県 高田高等学校 0:15:04

44 3210 桑原　春輝 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｭﾝｷ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:15:04

45 3239 上出　櫂 ｶﾐﾃﾞ ｶｲ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:15:20

46 3212 中川　陽翔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:15:23

47 3213 江口　陸斗 ｴｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:15:23

48 3222 公文　竜之介 ｸﾓﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 三重県 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:15:31

49 3279 刀根　大和 ﾄﾈ ﾔﾏﾄ 三重県 高田高等学校 0:15:41

50 3214 浅井　陽登 ｱｻｲ ﾊﾙﾄ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:15:43

51 3251 北川　愛翔 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:15:45

52 3280 香川　竜都 ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 山口県 下関市立大学 0:15:55

53 3266 村田　啓輔 ﾑﾗﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 0:16:06

54 3227 北川　和彦 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 滋賀県 滋賀陸協 0:16:06

55 3270 南出　良平 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾘｮｳﾍｲ 三重県 アゲテコヤ 0:16:09

56 3247 杉本　那月 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 京都府 京都府立田辺高等学校 0:16:10

57 3240 宮前　仁 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾄｼ 富山県 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ 0:16:10

58 3211 平澤　陽生 ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｷ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:16:49

59 3224 佐藤　幹大 ｻﾄｳ ﾐｷﾋﾛ 愛知県 椿園株式会社 0:17:18

60 3236 高宮　賢太郎 ﾀｶﾐﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 二宮あおば台ＡＣ 0:17:32

61 3262 谷口　大和 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 京都府 京都精華学園高等学校 0:17:46

62 3223 雜賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県 0:17:56

63 3216 山元　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 滋賀県 ワイジーテック株式会社 0:17:57

64 3261 佐野　大樹 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ 京都府 京都精華学園高等学校 0:18:11

65 3267 小椋　卓也 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 愛知県 0:18:37

66 3202 山地　勝利 ﾔﾏｼﾞ ｶﾂﾄｼ 大阪府 0:18:41

67 3228 小野　道敬 ｵﾉ ﾐﾁﾀｶ 広島県 Ｆ．Ｋ．Ｃ 0:19:31

68 3215 津村　風帆 ﾂﾑﾗ ｶｻﾞﾎ 京都府 0:19:55

69 3252 早崎　剛史 ﾊﾔｻｷ ﾂﾖｼ 滋賀県 0:20:41

70 3206 伊藤　三千人 ｲﾄｳ ﾐﾁﾄ 京都府 （株）協和コンサルタンツ 0:20:44

71 3205 寺川　清一 ﾃﾗｶﾜ ｷﾖｶｽﾞ 滋賀県 0:23:34



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 登録　女子　６km

●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 2613 野村　通子 ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ 愛知県 豊川高等学校 0:21:33

2 2615 秋竹　凛音 ｱｷﾀｹ ﾘﾉﾝ 愛知県 豊川高等学校 0:21:33

3 2608 山﨑　日那 ﾔﾏｻｷ ﾋﾅ 京都府 京都光華高等学校 0:21:43

4 2626 増田　優菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾅ 滋賀県 0:21:49

5 2618 渡邉　杏梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾘ 愛知県 豊川高等学校 0:21:54

6 2620 阿部　円海 ｱﾍﾞ ﾏﾙﾐ 千葉県 ユニクロ 0:22:06

7 2617 小山　和月 ｺﾔﾏ ﾜﾂﾞｷ 愛知県 豊川高等学校 0:22:20

8 2601 河村　英理香 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 愛知県 敷島製パン 0:22:27

9 2607 中村　百合花 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 京都府 京都光華高等学校 0:23:04

10 2606 柴田　春菜 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 京都府 京都光華高等学校 0:23:04

11 2605 坂東　慶子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 滋賀県 0:23:50

12 2602 川勝　陽葵 ｶﾜｶﾂ ﾊﾙｷ 京都府 嵯峨野高等学校 0:24:02

13 2609 成瀬　美優 ﾅﾙｾ ﾐﾕ 京都府 京都光華高等学校 0:24:17

14 2611 西山　芽来 ﾆｼﾔﾏ ﾒｸﾞ 京都府 京都光華高等学校 0:24:32

15 2610 水田　夢佳 ﾐｽﾞﾀﾞ ﾕﾒｶ 京都府 京都光華高等学校 0:24:47

16 2604 徳永　七海 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 兵庫県 神戸えーしー 0:25:21

17 2612 園田　未海 ｿﾉﾀﾞ ﾐｳ 大阪府 京都光華高等学校 0:27:20



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 登録　U-20女子　4km

●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 2743 北村　凜 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:13:52

2 2783 松本　未空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 三重県 鈴鹿高等学校 0:13:57

3 2804 村山　愛美沙 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾐｻ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:14:00

4 2764 本田　琴弓 ﾎﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 島根県 平田高校 0:14:04

5 2799 池田　悠音 ｲｹﾀﾞ ﾁｾﾉ 京都府 立命館宇治高等学校 0:14:04

6 2802 石川　桜子 ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:14:12

7 2706 森　千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:14:18

8 2798 瀨川　藍 ｾｶﾞﾜ ｱｲ 京都府 立命館宇治高等学校 0:14:19

9 2731 荒田　悠良 ｱﾗﾀ ﾕﾗ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高等学校 0:14:26

10 2719 住野　友理 ｽﾐﾉ ﾕｳﾘ 岐阜県 岐阜県立斐太高等学校 0:14:28

11 2742 横山　美月 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:14:34

12 2806 山田　寿々菜 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:14:34

13 2714 久保　花月 ｸﾎﾞ ｶﾂﾞｷ 岐阜県 高山西高等学校 0:14:39

14 2809 山岸　野乃 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾉ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:14:39

15 2752 若林　藍那 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾗﾝﾅ 愛知県 人間環境大学附属岡崎高校 0:14:43

16 2777 今井　万尋 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ 京都府 京都府立桂高等学校 0:14:44

17 2787 山中　千佳 ﾔﾏﾅｶ ﾁｶ 三重県 鈴鹿高等学校 0:14:44

18 2729 山中　彩愛 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ 滋賀県 比叡山高等学校 0:14:45

19 2748 中島　汐菜 ﾅｶｼﾏ ｼｵﾅ 愛知県 人間環境大学附属岡崎高校 0:14:47

20 2755 門脇　花音 ｶﾄﾞﾜｷ ｶﾉﾝ 島根県 島根県立平田高等学校 0:14:47

21 2709 村上　倫 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 島根県 益田東高等学校 0:14:48

22 2746 花坂　陽葵 ﾊﾅｻｶ ﾋﾏﾘ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:14:49

23 2769 川端　愛実 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅﾐ 滋賀県 比叡山高校 0:14:50

24 2807 阿部　和夏 ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:14:50

25 2805 福原　陽 ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:14:52

26 2788 林　里音 ﾊﾔｼ ﾘｵﾝ 三重県 鈴鹿高等学校 0:14:56

27 2789 山田　和花 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 三重県 鈴鹿高等学校 0:14:56

28 2811 大原　瑚子 ｵｵﾊﾗ ｺｺ 滋賀県 比叡山高等学校 0:14:57

29 2730 西田　咲心 ﾆｼﾀﾞ ｻｺ 滋賀県 比叡山高等学校 0:15:00

30 2758 森山　紗仁美 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 島根県 島根県立平田高等学校 0:15:02

31 2800 大西　桃花 ｵｵﾆｼ ﾓﾓｶ 京都府 立命館宇治高等学校 0:15:03

32 2765 粟津　唯夏 ｱﾜﾂﾞ ﾕﾅ 京都府 京都府立桂高校 0:15:04

33 2751 日置　梨愛 ﾋｵｷ ﾘｱ 愛知県 人間環境大学附属岡崎高校 0:15:05

34 2708 石田　萌笑 ｲｼﾀﾞ ﾓｴ 島根県 益田東高等学校 0:15:08

35 2797 平田　夢 ﾋﾗﾀ ﾘﾝ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:09

36 2727 高祖　葵 ｺｳｿ ｱｵｲ 京都府 西京高校 0:15:13

37 2753 肥後　彩羽 ﾋｺﾞ ｲﾛﾊ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高等学校 0:15:13

38 2793 小宮　由侑菜 ｺﾐﾔ ﾕｳﾅ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:16

39 2722 森永　柚葉 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｽﾞﾊ 京都府 京都光華高等学校 0:15:18

40 2784 上嶋　乃愛 ｳｴｼﾞﾏ ﾉｱ 三重県 鈴鹿高等学校 0:15:20



41 2756 小村　実加 ｵﾑﾗ ﾐｶ 島根県 島根県立平田高等学校 0:15:22

42 2701 新井　叶愛 ｱﾗｲ ﾄｱ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:15:22

43 2734 倉島　志津稀 ｸﾗｼﾏ ｼｽﾞｷ 石川県 星稜高等学校 0:15:29

44 2762 嘉藤　杏 ｶﾄｳ ｱﾝ 島根県 島根県立平田高校 0:15:34

45 2761 松岡　陽花 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｶ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高等学校 0:15:38

46 2738 鈴木　杏里 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 滋賀県 比叡山高等学校 0:15:39

47 2790 冨田　幸希 ﾄﾐﾀﾞ ﾐｷ 三重県 鈴鹿高等学校 0:15:40

48 2759 多久和　陽菜 ﾀｸﾜ ﾋﾅ 島根県 島根県立平田高等学校 0:15:40

49 2723 藤田　雫 ﾌｼﾞﾀ ｼｽﾞｸ 京都府 京都光華高等学校 0:15:40

50 2782 松本　唯 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:42

51 2763 柴田　夢芽 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾒ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:43

52 2728 澤田　いろは ｻﾜﾀﾞ ｲﾛﾊ 京都府 立命館高等学校 0:15:45

53 2810 山田　美輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 新潟県 新潟県立十日町高等学校 0:15:48

54 2749 後田　真結子 ｳｼﾛﾀﾞ ﾏﾕｺ 愛知県 人間環境大学附属岡崎高校 0:15:49

55 2712 長瀬　里菜 ﾅｶﾞｾ ﾘﾅ 岐阜県 高山西高等学校 0:15:51

56 2803 鈴木　結衣 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 東京都 ＫＭＣ陸上クラブ 0:15:55

57 2702 浅尾　みき ｱｻｵ ﾐｷ 愛知県 名古屋市立名東高等学校 0:16:01

58 2780 堀田　友碧 ﾎﾘﾀ ﾕｱ 福井県 敦賀気比高等学校 0:16:02

59 2740 下大迫　葉里 ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:16:02

60 2716 大谷　紗奈 ｵｵﾀﾆ ｻﾅ 岐阜県 高山西高等学校 0:16:05

61 2785 矢田　楓子 ﾔﾀﾞ ﾌｳｺ 三重県 鈴鹿高等学校 0:16:13

62 2791 井山　はる佳 ｲﾔﾏ ﾊﾙｶ 三重県 鈴鹿高等学校 0:16:15

63 2713 田口　莉子 ﾀｸﾞﾁ ﾘｺ 岐阜県 高山西高等学校 0:16:15

64 2747 田中　凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 長野県 長野県立飯田高等学校 0:16:19

65 2768 小磯　心優 ｺｲｿ ﾐﾕｳ 京都府 京都府立桂高等学校 0:16:22

66 2733 道見　日和 ﾄﾞｳﾐ ﾋﾖﾘ 石川県 星稜高等学校 0:16:23

67 2795 北山　愛莉 ｷﾀﾔﾏ ｱｲﾘ 京都府 立命館守山高等学校 0:16:24

68 2710 広山　舞 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根県 益田東高等学校 0:16:24

69 2757 三代　和果 ﾐｼﾛ ﾜｶ 島根県 島根県立平田高等学校 0:16:25

70 2781 森川　心愛 ﾓﾘｶﾜ ｺｺﾅ 滋賀県 玉川高等学校 0:16:27

71 2770 井嶋　啓惠 ｲｼﾞﾏ ﾋﾛｴ 京都府 京都府立西城陽高等学校 0:16:28

72 2792 宮﨑　侑花 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｶ 三重県 鈴鹿高等学校 0:16:29

73 2715 虎井　怜奈 ﾄﾗｲ ﾚｲﾅ 岐阜県 高山西高等学校 0:16:32

74 2779 前原　菜乃花 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾉｶ 兵庫県 立命館守山高等学校 0:16:33

75 2786 竹内　唯月 ﾀｹｳﾁ ｲﾂｷ 三重県 鈴鹿高等学校 0:16:34

76 2705 横山　綾乃 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾉ 愛知県 名古屋市立名東高等学校 0:16:38

77 2760 片山　愛海 ｶﾀﾔﾏ ｱﾐ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:16:38

78 2735 正藤　春奈 ﾏｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 石川県 星稜高等学校 0:16:39

79 2703 美濃羽　ひかり ﾐﾉﾜ ﾋｶﾘ 愛知県 名古屋市立名東高等学校 0:16:40

80 2717 玉田　心羽 ﾀﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 岐阜県 高山西高等学校 0:16:45

81 2754 須佐見　悠奈 ｽｻﾐ ﾊﾙﾅ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:50

82 2750 副島　佑衣 ｿｴｼﾞﾏ ﾕｲ 愛知県 人間環境大学附属岡崎高校 0:16:54

83 2773 小林　美夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 京都府 京都府立西城陽高等学校 0:17:08

84 2774 今井　梨紗子 ｲﾏｲ ﾘｻｺ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 0:17:21

85 2711 小田　倫加 ｵﾀﾞ ﾐﾁｶ 島根県 益田東高等学校 0:17:39

86 2704 佐伯　英里香 ｻｴｷ ｴﾘｶ 愛知県 名古屋市立名東高等学校 0:17:41

87 2718 澤田　麻莉乃 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾘﾉ 岐阜県 高山西高等学校 0:17:49

88 2726 木村　爽風 ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 京都府 京都光華高等学校 0:18:00

89 2775 細江　希 ﾎｿｴ ﾉｿﾞﾐ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 0:18:16

90 2771 高橋　心優 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:18:33



BIWAKO　クロスカントリー　２０２３

第3４回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会・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】 一般　女子　４km

●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 3505 波夛野　陽菜 ﾊﾀﾉ ﾋﾅ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:15:22

2 3514 和田　奈弓 ﾜﾀﾞ ﾅﾕ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:15:55

3 3515 齊藤　美桜 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:16:08

4 3516 山田　恋紋 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾓﾝ 愛知県 豊田大谷高等学校 0:16:23

5 3507 上畑　真由 ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ 和歌山県 ＵＡＣ 0:16:27

6 3527 川北　葉音 ｶﾜｷﾀ ﾊﾉ 三重県 高田高等学校 0:16:54

7 3503 小林　万里子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:16:59

8 3520 梶原　和奏 ｶｼﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 京都府 京都市立塔南高等学校 0:17:24

9 3502 林　優衣 ﾊﾔｼ ﾕｳｲ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:17:31

10 3504 堀　愛 ﾎﾘ ﾒｸﾞ 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 0:17:44

11 3511 岡　佳保里 ｵｶ ｶﾎﾘ 京都府 0:18:19

12 3519 岡村　愛里花 ｵｶﾑﾗ ｴﾘﾊ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:18:46

13 3521 牧野　優 ﾏｷﾉ ﾕｳ 京都府 京都市立塔南高等学校 0:18:47

14 3518 佐々木　夕明 ｻｻｷ ﾕｳｱ 愛知県 愛知産業大学三河高校 0:19:18

15 3526 澁谷　柚衣 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｲ 滋賀県 大谷大学 0:20:48

16 3501 犬伏　香菜 ｲﾇﾌﾞｼ ｶﾅ 兵庫県 神戸えーし 0:21:13

17 3512 大石　和美 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾐ 兵庫県 神戸えーしー 0:21:23

18 3528 平松　有紗 ﾋﾗﾏﾂ ｱﾘｻ 滋賀県 0:21:38

19 3509 澤田　洋恵 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｴ 兵庫県 神戸えーしー 0:21:53

20 3510 大濱　博子 ｵｵﾊﾏ ﾋﾛｺ 兵庫県 神戸え－し－ 0:23:31


