
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　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 1009 北川　星瑠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:14:13

2 1050 大塚　明実 ｵｵﾂｶ ｱﾐ 富山 星稜高 0:14:34

3 1035 黒田　千景 ｸﾛﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 京都 京都府立桂高 0:14:36

4 1084 船登　菜月 ﾌﾅﾄ ﾅﾂｷ 石川 遊学館高 0:14:40

5 1052 中川　瑞稀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 石川 星稜高 0:14:41

6 1070 高原　さくら ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ 福井 福井県立美方高 0:14:43

7 1053 荒木　瑞穂 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾎ 石川 星稜高 0:14:43

8 1030 柴田　来夢 ｼﾊﾞﾀ ﾗﾑ 京都 京都府立桂高 0:14:46

9 1047 谷口　ゆき ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 石川 星稜高 0:14:49

10 1008 清水　ひなた ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:05

11 1081 瀧田　はな ﾀｷﾀ ﾊﾅ 石川 遊学館高 0:15:05

12 1018 籔内　あゆみ ﾔﾌﾞｳﾁ ｱﾕﾐ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:10

13 1080 高松　朔良 ﾀｶﾏﾂ ｻｸﾗ 石川 遊学館高 0:15:14

14 1073 炭谷　綺乃 ｽﾐﾀﾆ ｷﾉ 石川 遊学館高 0:15:20

15 1001 福井　友葉 ﾌｸｲ ﾄﾓﾊ 奈良 東大阪大敬愛高 0:15:21

16 1093 善利　なつめ ｾﾘ ﾅﾂﾒ 滋賀 滋賀学園高 0:15:23

17 1103 出雲　爽 ｲｽﾞﾓ ｻﾔｶ 静岡 静岡雙葉高 0:15:25

18 1007 三浦　瞳 ﾐｳﾗ ﾋﾄﾐ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:27

19 1054 三谷　優依 ﾐﾀﾆ ﾕｲ 石川 星稜高 0:15:28

20 1012 石田　遥花 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:30

21 1011 日爪　花乃香 ﾋﾂﾞﾒ ｶﾉｶ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:30

22 1078 山腰　眞也 ﾔﾏｺｼ ﾏﾔ 石川 遊学館高 0:15:31

23 1028 石原　茜 ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ 京都 京都府立桂高 0:15:34

24 1076 瀬上　すず ｾｶﾞﾐ ｽｽﾞ 石川 遊学館高 0:15:35

25 1086 渡邉　紗衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴ 岐阜 斐太高 0:15:37

26 1013 佐山　早矢 ｻﾔﾏ ﾊﾔ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:41

27 1005 鈴木　愛美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 大阪 東大阪大敬愛高 0:15:43

28 1036 澤田　月乃 ｻﾜﾀﾞ ﾂｷﾉ 京都 京都府立桂高 0:15:44

29 1090 北川　莉那 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ 滋賀 滋賀学園高 0:15:44

30 1002 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 大阪 東大阪大敬愛高 0:15:46

31 1006 志村　咲季 ｼﾑﾗ ｻｷ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:15:50

32 1085 野村　いちご ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 福井 福井県立敦賀高 0:15:51

33 1075 近藤　椎菜 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｲﾅ 石川 遊学館高 0:15:51

34 1017 南　明希 ﾐﾅﾐ ｱｷ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:52

35 1019 山本　莉瑳 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:54

36 1051 塩島　つくし ｼｵｼﾞﾏ ﾂｸｼ 石川 星稜高 0:15:56

37 1096 松井　萌花 ﾏﾂｲ ﾓｴｶ 滋賀 滋賀学園高 0:15:59



38 1094 井上　心 ｲﾉｳｴ ｺｺﾛ 滋賀 滋賀学園高 0:16:01

39 1014 花田　麻衣 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｲ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:16:05

40 1055 松田　奈千 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾁ 石川 星稜高 0:16:07

41 1066 小椋　きらり ｵｸﾞﾗ ｷﾗﾘ 岐阜 岐阜高 0:16:08

42 1109 川端　案花里 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｶﾘ 福井 敦賀市立敦賀気比高 0:16:08

43 1077 堀　有希 ﾎﾘ ﾕｷ 石川 遊学館高 0:16:10

44 1095 奥居　千尋 ｵｸｲ ﾁﾋﾛ 滋賀 滋賀学園高 0:16:12

45 1091 藤田　日菜 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 滋賀 滋賀学園高 0:16:14

46 1063 山本　悠奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 京都 京都府立乙訓高 0:16:14

47 1016 草野　祐香 ｸｻﾉ ﾕｳｶ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:16:21

48 1061 中川　琴子 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄｺ 京都 京都府立乙訓高 0:16:22

49 1010 中村　惠香 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｶ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:16:25

50 1034 小宮　奈々帆 ｺﾐﾔ ﾅﾅﾎ 京都 京都府立桂高 0:16:27

51 1064 紺野　優華 ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 京都 京都府立乙訓高 0:16:34

52 1024 松田　みはる ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾊﾙ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:16:37

53 1046 中島　夕海 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾐ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:16:40

54 1038 山盛　亜湖 ﾔﾏﾓﾘ ｱｺ 京都 京都府立桂高 0:16:44

55 1087 大洞　美空 ｵｵﾎﾞﾗ ﾐｿﾗ 岐阜 斐太高 0:16:45

56 1041 森岡　美羽 ﾓﾘｵｶ ﾐｳ 鳥取 八頭高 0:16:46

57 1042 矢部　夏実 ﾔﾍﾞ ﾅﾂﾐ 鳥取 八頭高 0:16:47

58 1098 中井　夢希 ﾅｶｲ ﾐｽﾞｷ 滋賀 滋賀学園高 0:16:47

59 1097 中部　遥 ﾅｶﾍﾞ ﾊﾙｶ 滋賀 滋賀学園高 0:16:48

60 1060 鯛取　明日香 ﾀｲﾄﾘ ｱｽｶ 京都 京都府立乙訓高 0:16:49

61 1101 青谷　紗希 ｱｵﾀﾆ ｻｷ 滋賀 滋賀県立守山高 0:16:51

62 1056 伊東　すみれ ｲﾄｳ ｽﾐﾚ 富山 星稜高 0:16:54

63 1044 水野　玲美 ﾐｽﾞﾉ ﾚﾐ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:17:00

64 1058 安部　萌黄 ｱﾍﾞ ﾓｴｷﾞ 京都 京都府立山城高 0:17:03

65 1049 中川　陽菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ 石川 星稜高 0:17:03

66 1059 宇都　さくら ｳﾄ ｻｸﾗ 京都 京都府立乙訓高 0:17:04

67 1071 徳山　こころ ﾄｸﾔﾏ ｺｺﾛ 福井 福井県立美方高 0:17:24

68 1020 多胡　晴奈 ﾀｺ ﾊﾙﾅ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:26

69 1057 出野　実咲 ｲﾃﾞﾉ ﾐｻｷ 京都 京都府立山城高 0:17:28

70 1068 山内　あかり ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ 岐阜 岐阜高 0:17:42

71 1039 板倉　由佳 ｲﾀｸﾗ ﾕｶ 鳥取 八頭高 0:17:43

72 1088 近藤　友香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶ 愛知 愛知県立岡崎高 0:18:06

73 1065 淺野　佑梨子 ｱｻﾉ ﾕﾘｺ 岐阜 岐阜高 0:18:09

74 1089 伊藤　さゆり ｲﾄｳ ｻﾕﾘ 愛知 愛知県立岡崎高 0:18:13

75 1023 内山　愛菜 ｳﾁﾔﾏ ｴﾅ 奈良 奈良県立平城高 0:18:15

76 1108 山口　桃花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 福井 敦賀市立敦賀気比高 0:18:23

77 1021 田中　佐季 ﾀﾅｶ ｻｷ 奈良 奈良県立平城高 0:18:43

78 1031 波田　いずみ ﾊﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 京都 京都府立桂高 0:19:05

79 1027 呉羽　珠季 ｸﾚﾊ ﾀﾏｷ 岐阜 麗澤瑞浪高 0:20:07

80 1022 坂上　凛奈 ｻｶｳｴ ﾘﾝﾅ 奈良 奈良県立平城高 0:20:48

81 1025 中谷　茉由 ﾅｶﾀﾆ ﾏﾕ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:21:58


