
BIWAKOクロカン２０２０

第3１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、

　　　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：2020年2月9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： 小澤　信一

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 1625 花牟礼　隆太 ﾊﾅﾑﾚ ﾘｭｳﾀ 神奈川 東海大学 0:12:44

2 1608 西村　宗真 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾏ 京都 京都府立桃山高 0:12:46

3 1641 四方　悠瑚 ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 滋賀 立命館大学 0:13:10

4 1700 神谷　天地 ｶﾐﾀﾆ ﾃﾝﾁ 兵庫 ゆとりＲＣ 0:13:10

5 1609 川本　孔太 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 京都 京都府立桃山高 0:13:19

6 1617 茶木　涼介 ﾁｬｷ ﾘｮｳｽｹ 京都 立命館守山高 0:13:19

7 1621 堀居　和真 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾏ 滋賀 滋賀県立長浜北高 0:13:28

8 1655 大森　誠也 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 岡山 走光ＲＣ 0:13:31

9 1682 塩谷　知己 ｴﾝﾔ ｻﾄｷ 岐阜 岐阜県立加納高 0:13:33

10 1612 愚川　瑛晨 ｸﾞｶﾜ ｴｲｷ 京都 京都府立桃山高 0:13:36

11 1699 小森　智貴 ｺﾓﾘ ﾄﾓｷ 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学 0:13:39

12 1620 中川　清矢 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 滋賀 滋賀県立長浜北高 0:13:39

13 1646 佐藤　佑 ｻﾄｳ ﾕｳ 愛知 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:13:40

14 1610 藤原　彰太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ 京都 京都府立桃山高 0:13:41

15 1695 田中　和輝 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 岐阜 岐阜県立加納高 0:13:44

16 1657 瀬古　優太 ｾｺ ﾕｳﾀ 京都 0:13:47

17 1607 岡崎　知史 ｵｶｻﾞｷ ｻﾄｼ 奈良 奈良県立平城高 0:13:49

18 1604 今村　晃太朗 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:13:51

19 1696 河合　裕希 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 京都 京都市立紫野高 0:13:52

20 1659 大村　舜 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝ 滋賀 0:13:55

21 1614 安田　寛佑 ﾔｽﾀﾞ ｶﾝｽｹ 京都 京都府立桃山高 0:13:56

22 1613 岡田　颯太 ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 京都 京都府立桃山高 0:14:00

23 1626 東條　駿翼 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｽｹ 滋賀 北大津高 0:14:08

24 1673 藤田　雅斗 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ 愛知 愛知産業大学三河高 0:14:10

25 1692 芳永　成生 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅﾙｷ 石川 ｓｔｙｌｉｓｈ 0:14:17

26 1674 犬塚　曹太 ｲﾇﾂﾞｶ ｿｳﾀ 愛知 愛知産業大学三河高 0:14:26

27 1697 中島　慶大 ﾅｶｼﾏ ｹｲﾀ 岐阜 岐阜県立加納高 0:14:28

28 1666 原田　隼希 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼｷ 愛知 安城東高 0:14:28

29 1622 原田　侑也 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 滋賀 滋賀県立長浜北高 0:14:29

30 1629 久野　太暉 ﾋｻﾉ ﾀﾞｲｷ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:14:31

31 1654 森下　香月 ﾓﾘｼﾀ ｶﾂﾞｷ 三重 0:14:33

32 1603 前田　優真 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:14:34

33 1647 大高　達典 ｵｵﾀｶ ﾀﾂﾉﾘ 神奈川 能代山本陸協 0:14:37

34 1684 三輪　侑太郎 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 岐阜 岐阜県立加納高 0:14:40

35 1680 光長　孝治朗 ﾐﾂﾅｶﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 兵庫 神戸市陸協 0:14:48

36 1658 中澤　直継 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵﾂｸﾞ 京都 0:14:57

37 1672 杉浦　陽 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙ 愛知 愛知産業大学三河高 0:14:58



38 1623 和久　駿輔 ﾜｸ ｼｭﾝｽｹ 滋賀 滋賀県立長浜北高 0:15:01

39 1675 河合　浩貴 ｶﾜｲ ｺｳｷ 愛知 愛知産業大学三河高 0:15:02

40 1688 森下　雄登 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾄ 三重 三重県立いなべ総合学園高 0:15:03

41 1615 西田　翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 京都 京都府立桃山高 0:15:08

42 1601 酒井　広幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:09

43 1665 吉田　大介 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 0:15:12

44 1605 岡見　悠路 ｵｶﾐ ﾕｳﾛ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:13

45 1686 松本　爽冴 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｺﾞ 京都 京都府立南陽高 0:15:21

46 1671 中島　太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 京都 立命館宇治 0:15:25

47 1616 伊藤　圭祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 滋賀 立命館守山高 0:15:28

48 1627 大路　翔也 ｵｵｼﾞ ｼｮｳﾔ 滋賀 北大津高 0:15:30

49 1650 福田　颯 ﾌｸﾀ ﾊﾔﾃ 三重 鈴鹿医療科学大学 0:15:32

50 1636 堤　瑶次 ﾂﾂﾐ ﾖｳｼﾞ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:15:33

51 1656 曽野　政男 ｿﾉ ﾏｻｵ 滋賀 メガネの田中 0:15:41

52 1683 谷口　守 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 岐阜 0:15:47

53 1664 中野　一樹 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ 滋賀 0:15:48

54 1606 青木　佑介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 三重 Ｊ＆Ｅ久居 0:15:50

55 1624 湯本　真樹斗 ﾕﾓﾄ ﾏｷﾄ 滋賀 滋賀県立長浜北高 0:15:52

56 1619 藤田　祥 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ 滋賀 滋賀県立八幡商業高 0:16:01

57 1644 奥田　邦治 ｵｸﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ 京都 0:16:01

58 1681 水田　雅之 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 滋賀 0:16:05

59 1702 嶋田　大幹 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 岐阜 高山工業高 0:16:11

60 1689 溝上　響 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 京都 京都府立南陽高 0:16:17

61 1693 水谷　泰彦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲｹﾞﾝ 岐阜 0:16:18

62 1635 吉長　央行 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:16:20

63 1628 西川　裕太 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:16:22

64 1660 辻　凱斗 ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 滋賀 明治国際医療大学 0:16:35

65 1668 稗　清隆 ﾋｴ ｷﾖﾀｶ 滋賀 チームサンタ 0:16:39

66 1637 椎野　敦士 ｼｲﾉ ｱﾂｼ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:16:40

67 1652 谷本　貴史 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ 京都 比叡山高陸友会 0:16:41

68 1678 田辺　俊英 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 京都 京都マスターズ 0:16:49

69 1618 連蔵　大斗 ﾚﾝｿﾞｳ ﾔﾏﾄ 滋賀 滋賀県立八幡商業高 0:17:04

70 1648 嫁兼　雅弘 ﾖﾒｶﾞﾈ ﾏｻﾋﾛ 京都 京都市立東総合支援学校 0:17:06

71 1677 池田　一也 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 京都 0:17:13

72 1667 平岩　駿輝 ﾋﾗｲﾜ ｼｭﾝｷ 愛知 安城東高 0:17:14

73 1638 林　星空 ﾊﾔｼ ｾﾗ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:17

74 1639 髙橋　遼馬 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾏ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:17

75 1662 濱田　岳登 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾞｸﾄ 兵庫 神戸国際大学 0:17:18

76 1632 板倉　黎 ｲﾀｸﾗ ﾚｲ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:18

77 1630 橋本　尽人 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞﾝ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:25

78 1679 南　忠生 ﾐﾅﾐ ﾀﾀﾞｵ 滋賀 草津都市開発株式会社 0:17:28

79 1653 杉原　和広 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 石川 城山ＡＣ 0:17:30

80 1698 平野　利彦 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｺ 富山 十全美装株式会社 0:17:30

81 1640 島田　晋太郎 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:34

82 1633 田岡　優冴 ﾀｵｶ ﾕｳｺﾞ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:17:54

83 1701 川上　登 ｶﾜｶﾐ ﾉﾎﾞﾙ 岐阜 高山工業高 0:18:00

84 1631 岡野　翼 ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:18:14

85 1634 西多　勇気 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:18:16

86 1651 佐伯　孝典 ｻｲｷ ﾀｶﾉﾘ 滋賀 0:18:17

87 1670 小椋　卓也 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 愛知 0:18:18

88 1676 雜賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 オーパス水口 0:18:56

89 1691 猪原　由樹 ｲﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 滋賀 0:19:00

90 1669 木村　朋弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 京都 0:20:23



91 1663 森　淳 ﾓﾘ ｱﾂｼ 千葉 0:20:36


