
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】 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 1201 田村　友佑 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡 黒崎播磨 0:24:39

2 1241 松崎　咲人 ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 神奈川 東海大学 0:24:59

3 1296 加藤　広之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 日本体育大学 0:25:12

4 1206 田中　優樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 兵庫 報徳学園高 0:25:14

5 1298 福住　賢翔 ﾌｸｽﾞﾐ ｹﾝｼｮｳ 神奈川 日本体育大学 0:25:18

6 1205 瀬沢　瑛洋 ｾｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 兵庫 報徳学園高 0:25:27

7 1292 石橋　安孝 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾀｶ 滋賀 ＳＧホールディングスグループ0:25:37

8 1236 金澤　有真 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 神奈川 東海大学 0:25:40

9 1202 小田部　真也 ｺﾀﾍﾞ ｼﾝﾔ 福岡 黒崎播磨 0:25:46

10 1264 井上　亮真 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾏ 滋賀 びわこ学院大学 0:25:47

11 1204 新本　駿 ｼﾝﾓﾄ ｼｭﾝ 兵庫 報徳学園高 0:25:48

12 1203 大類　駿 ｵｵﾙｲ ｼｭﾝ 兵庫 報徳学園高 0:25:57

13 1209 水金　大亮 ﾐｽﾞｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫 報徳学園高 0:25:57

14 1207 藤井　健太 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ 兵庫 報徳学園高 0:25:59

15 1275 安東　竜平 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾍｲ 滋賀 立命館大学 0:26:01

16 1295 松尾　拓実 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 神奈川 日本体育大学 0:26:03

17 1239 佐藤　俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 東海大学 0:26:06

18 1242 脇坂　進之介 ﾜｷｻﾞｶ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川 東海大学 0:26:09

19 1214 堀之内　奨 ﾎﾘﾉｳﾁ ｼｮｳ 兵庫 報徳学園高 0:26:09

20 1277 石川　陽一 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 愛知 愛知大学 0:26:14

21 1237 川上　勇士 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ 神奈川 東海大学 0:26:14

22 1273 今西　洸斗 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾄ 滋賀 びわこ学院大学 0:26:15

23 1216 弓取　天喜 ﾕﾐﾄﾘ ﾃﾝｷ 兵庫 報徳学園高 0:26:17

24 1215 山本　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 報徳学園高 0:26:18

25 1263 湯川　達矢 ﾕｶﾜ ﾀﾂﾔ 滋賀 びわこ学院大学 0:26:21

26 1300 樋口　賢太郎 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 兵庫 山陽特殊製鋼 0:26:27

27 1212 田岡　航一 ﾀｵｶ ｺｳｲﾁ 兵庫 報徳学園高 0:26:27

28 1262 原　陽宏 ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 滋賀 びわこ学院大学 0:26:29

29 1268 杉岡　洸樹 ｽｷﾞｵｶ ｺｳｷ 滋賀 びわこ学院大学 0:26:30

30 1220 宮本　暉北 ﾐﾔﾓﾄ ｷﾎｸ 兵庫 報徳学園高 0:26:39

31 1286 宮内　浩志 ﾐﾔｳﾁ ｺｰｼ 大阪 龍谷大学 0:26:44

32 1266 奥　翔太 ｵｸ ｼｮｳﾀ 滋賀 びわこ学院大学 0:26:45

33 1274 林　紘平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 滋賀 立命館大学 0:26:46

34 1221 溝永　怜央 ﾐｿﾞﾅｶﾞ ﾚｵ 兵庫 報徳学園高 0:26:50

35 1285 重田　直賢 ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾀｶ 愛知 名古屋大学 0:27:01

36 1260 小松原　遊波 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾊ 滋賀 びわこ学院大学 0:27:05

37 1213 藤　幸太郎 ﾌｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 報徳学園高 0:27:07



38 1210 稲葉　勇介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫 報徳学園高 0:27:11

39 1306 小倉　海聖 ｺｸﾗ ｶｲｾｲ 石川 白山市役所 0:27:15

40 1217 池村　剛志 ｲｹﾑﾗ ﾂﾖｼ 兵庫 報徳学園高 0:27:19

41 1271 宮﨑　琉樹哉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｷﾔ 滋賀 びわこ学院大学 0:27:20

42 1219 西村　稜太 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 兵庫 報徳学園高 0:27:21

43 1223 杉谷　蒼天 ｽｷﾞﾀﾆ ｿｳﾏ 兵庫 報徳学園高 0:27:22

44 1307 中田　湧人 ﾅｶﾀ ﾜｸﾄ 兵庫 龍谷大学 0:27:40

45 1305 合場　雅志 ｱｲﾊﾞ ﾏｻｼ 石川 石川陸協 0:27:45

46 1299 西澤　誠二 ﾆｼｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 京都 0:27:46

47 1284 島田　拓弥 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 愛知 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 0:27:48

48 1230 三浦　優真 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾝ 秋田 秋田工業高 0:27:49

49 1267 小西　晃矢 ｺﾆｼ ｺｳﾔ 滋賀 びわこ学院大学 0:27:54

50 1224 髙　聖翔 ﾀｶ ﾏｻﾄ 兵庫 報徳学園高 0:28:01

51 1222 島津　太一 ｼﾏｽﾞ ﾀｲﾁ 兵庫 報徳学園高 0:28:04

52 1304 亀井　祐貴 ｶﾒｲ ﾕｳｷ 京都 龍谷大学 0:28:06

53 1287 星野　大輝 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｷ 愛知 愛知淑徳大学 0:28:08

54 1272 山田　道登 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾄ 滋賀 びわこ学院大学 0:28:09

55 1211 片川　祐大 ｶﾀｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫 報徳学園高 0:28:10

56 1278 山崎　祐輝 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 滋賀 西浅井中 0:28:28

57 1261 土肥　大樹 ﾄﾞﾋ ﾀｲｷ 京都 びわこ学院大学 0:28:31

58 1293 安井　颯汰 ﾔｽｲ ｿｳﾀ 大阪 大阪教育大学 0:28:32

59 1257 川口　優雅 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 京都 京都両洋高 0:28:32

60 1258 中島　楓基 ﾅｶｼﾏ ﾌｳｷ 京都 京都両洋高 0:28:32

61 1294 上田　大輔 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 福栄ランナーズ 0:28:36

62 1265 浦川　格 ｳﾗｶﾜ ｲﾀﾙ 滋賀 びわこ学院大学 0:28:37

63 1303 堀　京太郎 ﾎﾘ ｷｮｳﾀﾛｳ 岐阜 岐阜ＭＣ 0:28:40

64 1291 中島　滉太 ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ 岐阜 名古屋大学 0:28:48

65 1270 濵田　晃輝 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 滋賀 びわこ学院大学 0:28:49

66 1227 石井　宏朋 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 秋田 秋田工業高 0:29:23

67 1281 出口　光 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 京都 0:29:37

68 1279 青井　夏雄 ｱｵｲ ﾅﾂｵ 岐阜 岐阜ＭＣ 0:29:41

69 1280 加藤　智成 ｶﾄｳ ﾄﾓﾅﾘ 岐阜 岐阜ＭＣ 0:29:42

70 1256 森下　聖 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ 福井 福井県立敦賀高 0:30:15

71 1282 後藤　晴彦 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 岐阜 岐阜ＭＣ 0:30:21

72 1231 武藤　颯 ﾑﾄｳ ｶｹﾙ 秋田 秋田工業高 0:30:37

73 1308 渡辺　啓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 愛知 愛知陸協 0:31:01

74 1290 佐々木　肇 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 京都 京都陸協 0:31:27

75 1255 和多田　淳太 ﾜﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 福井 福井県立敦賀高 0:33:33

76 1302 白谷　伸也 ｼﾛﾀﾆ ｼﾝﾔ 兵庫 社会福祉法人三翠会 0:37:10

77 1289 萩原　俊明 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 京都 0:37:58


