
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

1 852 久保田　徹 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ 埼玉 聖望学園高 0:15:31

2 859 梶谷　優斗 ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 滋賀 滋賀学園高 0:15:44

3 721 居田　優太 ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:15:58

4 858 安原　太陽 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 滋賀 滋賀学園高 0:16:03

5 850 青柿　響 ｱｵｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 埼玉 聖望学園高 0:16:04

6 847 山下　唯心 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲﾄ 岐阜 斐太高 0:16:05

7 854 布目　蓮 ﾇﾉﾒ ﾚﾝ 埼玉 聖望学園高 0:16:08

8 838 田鳥　創太 ﾀﾄﾘ ｿｳﾀ 福井 福井県立美方高 0:16:10

9 860 小嶋　郁依斗 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 滋賀 滋賀学園高 0:16:23

10 711 宮川　仁 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:16:24

11 855 飯嶌　有人 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾘﾄ 埼玉 聖望学園高 0:16:25

12 862 杉本　和己 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 滋賀 滋賀学園高 0:16:26

13 867 中野　裕太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 滋賀学園高 0:16:27

14 861 西川　優太 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀ 滋賀 滋賀学園高 0:16:31

15 797 吉田　武司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 石川 星稜高 0:16:35

16 722 山中　博生 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:16:35

17 812 小早川　凌真 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘｮｳﾏ 京都 京都外大西高 0:16:35

18 749 松村　泰地 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 兵庫 報徳学園高 0:16:37

19 863 中井　歩夢 ﾅｶｲ ｱﾕﾑ 滋賀 滋賀学園高 0:16:37

20 778 大呂　青葉 ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ 鳥取 八頭高 0:16:37

21 742 薬師寺　拓巳 ﾔｸｼｼﾞ ﾀｸﾐ 兵庫 報徳学園高 0:16:38

22 869 辻　蒼汰 ﾂｼﾞ ｿｳﾀ 滋賀 滋賀学園高 0:16:40

23 780 信夫　大輝 ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 鳥取 八頭高 0:16:44

24 735 村瀬　稜治 ﾑﾗｾ ﾘｮｳｼﾞ 京都 京都府立桃山高 0:16:46

25 764 清水　猛 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 京都 京都府立桂高 0:16:48

26 744 酒井　隆嘉 ｻｶｲ ﾀｶﾖｼ 兵庫 報徳学園高 0:16:48

27 724 樋口　航 ﾋｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:16:49

28 746 豊永　雄太 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 兵庫 報徳学園高 0:16:52

29 741 林　孝太朗 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 報徳学園高 0:16:52

30 704 南　怜生 ﾐﾅﾐ ﾚｵ 愛知 豊田大谷高 0:16:53

31 772 松井　悠步 ﾏﾂｲ ﾕｳﾎ 京都 京都府立桂高 0:16:53

32 853 中村　卓史 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 埼玉 聖望学園高 0:16:54

33 828 小野木　宏太 ｵﾉｷﾞ ｺｳﾀ 岐阜 岐阜高 0:16:55

34 880 常光　拓真 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｸﾏ 石川 遊学館 0:16:56

35 765 竹内　文哉 ﾃｹｳﾁ ﾌﾐﾔ 京都 京都府立桂高 0:16:57

36 753 杉田　仁平 ｽｷﾞﾀ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 兵庫 報徳学園高 0:16:57

37 758 岡本　優生 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 京都 京都府立桂高 0:16:58



38 865 石塚　蓮和 ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ 滋賀 滋賀学園高 0:17:00

39 754 並川　颯晟 ﾅﾐｶﾜ ﾊﾔｾ 兵庫 報徳学園高 0:17:01

40 868 入江　聖空 ｲﾘｴ ｿﾗ 滋賀 滋賀学園高 0:17:01

41 723 樽見　遊佑 ﾀﾙﾐ ﾕｳｽｹ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:02

42 806 荒井　裕太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 京都 京都外大西高 0:17:02

43 844 藤原　新太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ 福井 福井県立美方高 0:17:03

44 864 中溝　凪音 ﾅｶﾐｿﾞ ﾅｵﾄ 滋賀 滋賀学園高 0:17:03

45 725 加藤　優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:03

46 755 西村　知晃 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 兵庫 報徳学園高 0:17:09

47 712 中西　倫太郎 ﾅｶﾆｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:17:09

48 818 小島　拓人 ｵｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 京都 京都府立乙訓高 0:17:11

49 873 佐々木　岳史 ｻｻｷ ﾀｹｼ 福井 福井県立美方高 0:17:11

50 727 松本　雄大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:12

51 891 清水　亜琉 ｼﾐｽﾞ ｱﾙ 石川 私立遊学館高 0:17:14

52 783 鈴木　慶吾 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:17:15

53 775 有地　佑真 ｱﾘﾁ ﾕｳﾏ 京都 京都府立桂高 0:17:15

54 766 中野　涼弥 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾔ 京都 京都府立桂高 0:17:17

55 763 小泉　匠 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ 京都 京都府立桂高 0:17:18

56 811 大谷　祥輝 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾃﾙ 京都 京都外大西高 0:17:18

57 770 佐々木　祐弥 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 京都 京都府立桂高 0:17:21

58 785 東川　礼憧 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾗｲﾄﾞｳ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:17:23

59 760 鎌田　優大 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 京都 京都府立桂高 0:17:23

60 757 上田　航大 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 兵庫 報徳学園高 0:17:24

61 793 飯田　利識 ｲｲﾀﾞ ﾄｼｷ 石川 星稜高 0:17:26

62 769 大山　勝崇 ｵｵﾔﾏ ｶﾂﾀｶ 京都 京都府立桂高 0:17:27

63 752 新開　翔梧 ｼﾝｶｲ ｼｮｳｺﾞ 兵庫 報徳学園高 0:17:27

64 767 横井　友基 ﾖｺｲ ﾄﾓｷ 京都 京都府立桂高 0:17:28

65 714 平田　壮馬 ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:17:29

66 886 川森　結翔 ｶﾜﾓﾘ ﾕｲﾄ 石川 遊学館高 0:17:31

67 807 池田　丈一郎 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 京都 京都外大西高 0:17:31

68 825 松原　慎之介 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ 京都 京都府立乙訓高 0:17:32

69 743 大東　雅弥 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏｻﾔ 兵庫 報徳学園高 0:17:33

70 729 圓句　知也 ｴﾝｸ ﾄﾓﾔ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:33

71 887 原　滉 ﾊﾗ ｺｳ 石川 私立遊学館 0:17:34

72 799 永田　秀悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 京都 京都府立山城高 0:17:34

73 748 堀　匠舞 ﾎﾘ ｼｮｳﾌﾞ 兵庫 報徳学園高 0:17:34

74 716 郡山　耀 ｺｵﾘﾔﾏ ﾖｳ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:17:35

75 819 石井　伶空 ｲｼｲ ﾘｸ 京都 京都府立乙訓高 0:17:35

76 817 吉田　晟哉 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾔ 京都 京都外大西高 0:17:36

77 856 松井　孝矢 ﾏﾂｲ ｺｳﾔ 愛知 愛知県立岡崎高 0:17:37

78 846 丹治　光太郎 ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 滋賀 滋賀県立米原高 0:17:37

79 832 森　甚晟 ﾓﾘ ｼﾞﾝｾｲ 岐阜 岐阜高 0:17:37

80 705 松井　碧也 ﾏﾂｲ ﾘｸﾔ 愛知 豊田大谷高 0:17:38

81 870 髙木　佑也 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾔ 滋賀 滋賀学園高 0:17:39

82 810 太田　駿 ｵｵﾀ ｼｭﾝ 京都 京都外大西高 0:17:40

83 841 東　晃成 ｱｽﾞﾏ ｺｳｾｲ 福井 福井県立美方高 0:17:41

84 718 藪　陸斗 ﾔﾌﾞ ﾘｸﾄ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:17:41

85 842 上杉　一 ｳｴｽｷﾞ ｲﾁ 福井 福井県立美方高 0:17:43

86 816 野々口　春斗 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 京都 京都外大西高 0:17:44

87 798 野村　慶二郎 ﾉﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 石川 星稜高 0:17:45

88 761 北川　大暉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 京都 京都府立桂高 0:17:46

89 759 小俵　隼司 ｵﾀﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 京都 京都府立桂高 0:17:47

90 707 加藤　大源 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｹﾞﾝ 愛知 豊田大谷高 0:17:47



91 876 湊　誠矢 ﾐﾅﾄ ｾｲﾔ 滋賀 滋賀県立守山高 0:17:48

92 830 坪井　賢也 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝﾔ 岐阜 岐阜高 0:17:49

93 740 尾田　尚正 ｵﾀﾞ ﾅｵﾏｻ 兵庫 報徳学園高 0:17:50

94 874 藤川　遥登 ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ 香川 大手前高松高 0:17:50

95 779 小林　想 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 鳥取 八頭高 0:17:52

96 717 長瀬　大起 ﾅｶﾞｾ ﾀﾞｲｷ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:17:52

97 768 伊藤　克樹 ｲﾄｳ ｶﾂｷ 京都 京都府立桂高 0:17:53

98 719 妹尾　康太郎 ｾｵ ｺｳﾀﾛｳ 滋賀 滋賀短期大学附属高 0:17:53

99 888 山下　慶次 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ 石川 遊学館高 0:17:54

100 736 西垣　満生 ﾆｼｶﾞｷ ﾏｵ 岐阜 麗澤瑞浪高 0:17:54

101 814 土井　琉遠 ﾄﾞｲ ﾘｵﾝ 京都 京都外大西高 0:17:55

102 726 友保　健太郎 ﾄﾓﾔｽ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:17:55

103 732 中島　秀太 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:17:57

104 849 川上　海典 ｶﾜｶﾐ ｶｲｽｹ 岐阜 斐太高 0:18:00

105 805 田中　誠真 ﾀﾅｶ ｾｲﾏ 京都 京都外大西高 0:18:00

106 702 板倉　優翔 ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾄ 愛知 豊田大谷高 0:18:02

107 837 江戸　健祐 ｴﾄ ｹﾝｽｹ 福井 福井県立美方高 0:18:02

108 756 富﨑　広大 ﾄﾐｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 兵庫 報徳学園高 0:18:03

109 788 名倉　想生 ﾅｸﾞﾗ ｿｳ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:18:04

110 747 原谷　光 ﾊﾗﾀﾆ ﾋｶﾙ 兵庫 報徳学園高 0:18:04

111 808 石田　絢大 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 京都 京都外大西高 0:18:05

112 728 冨田　悠晟 ﾄﾐﾀ ﾕｳｾｲ 滋賀 滋賀県立草津東高 0:18:10

113 893 櫻枝　祐真 ｻｸﾗｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 岐阜 高山工業高 0:18:10

114 827 芥川　真都 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 滋賀 甲西高 0:18:10

115 813 酒井　一真 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 京都 京都外大西高 0:18:11

116 820 王本　眞之介 ｵｳﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 京都 京都府立乙訓高 0:18:12

117 730 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:18:12

118 898 山口　凜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 兵庫 兵庫県立八鹿高 0:18:14

119 871 小川　純輝 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷ 滋賀 滋賀学園高 0:18:15

120 795 西田　龍希 ﾆｼﾀ ﾘｭｳｷ 石川 星稜高 0:18:17

121 836 山本　涼介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 岐阜 岐阜高 0:18:19

122 792 三輪　桐馬 ﾐﾜ ﾄｳﾏ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:18:21

123 751 宗和　夏槻 ｿｳﾜ ｶﾂｷ 兵庫 報徳学園高 0:18:23

124 782 佐藤　誠美 ｻﾄｳ ﾏｳ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:18:24

125 731 岩城　槙乃介 ｲﾜｷ ｼﾝﾉｽｹ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:18:24

126 866 岸田　昂大 ｷｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 滋賀 滋賀学園高 0:18:25

127 834 中山　瑞規 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 岐阜 岐阜高 0:18:25

128 774 米山　然 ﾖﾈﾔﾏ ｾﾞﾝ 京都 京都府立桂高 0:18:25

129 809 井上　龍太 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾀ 京都 京都外大西高 0:18:27

130 789 長澤　憲杜 ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 岐阜 岐阜県立土岐商業高 0:18:31

131 875 山内　望 ﾔﾏｳﾁ ﾉｿﾞﾑ 大阪 大阪商業大学高 0:18:32

132 821 今堀　知貴 ｲﾏﾎﾘ ﾄﾓﾀｶ 京都 京都府立乙訓高 0:18:35

133 897 加藤　大騎 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大阪 私立灘高 0:18:36

134 796 板谷　亮大 ｲﾀﾔ ﾘｮｳﾀ 石川 星稜高 0:18:38

135 815 中西　陸 ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 京都 京都外大西高 0:18:38

136 708 土池　幸塔 ﾄﾞｲｹ ﾕｷﾄ 愛知 豊田大谷高 0:18:41

137 848 芝野　泰志 ｼﾊﾞﾉ ﾀｲｼ 岐阜 斐太高 0:18:41

138 781 入川　大誠 ｲﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ 鳥取 八頭高 0:18:42

139 872 大井　瑞稀 ｵｵｲ ﾐｽﾞｷ 滋賀 滋賀学園高 0:18:44

140 883 小井　稜真 ｺｲ ﾘｮｳﾏ 滋賀 滋賀県立守山高 0:18:50

141 706 小林　颯 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 愛知 豊田大谷高 0:18:52

142 720 布谷　楽 ﾇﾉﾀﾆ ﾗｸ 滋賀 滋賀短期大学附属高 0:18:54

143 794 宮本　那由多 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾕﾀ 石川 星稜高 0:18:57



144 801 秋田　聖人 ｱｷﾀ ﾏｻﾄ 京都 京都府立山城高 0:18:58

145 715 横井　尚輝 ﾖｺｲ ﾅｵｷ 滋賀 延暦寺学園比叡山高 0:19:11

146 890 出野　修平 ﾃﾞﾉ ｼｭｳﾍｲ 滋賀 滋賀県立守山高 0:19:14

147 894 柚原　貫太朗 ﾕﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 岐阜 高山工業高 0:19:26

148 835 山田　晴貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 岐阜 岐阜高 0:19:42

149 733 大橋　奏人 ｵｵﾊｼ ｶﾅﾄ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:19:46

150 857 浅井　大輝 ｱｻｲ ﾀﾞｲｷ 愛知 愛知県立岡崎高 0:19:48

151 824 田中　佳裕 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 京都 京都府立乙訓高 0:19:50

152 892 川上　耕生 ｶﾜｶﾐ ｺｳｾｲ 岐阜 高山工業高 0:19:53

153 833 山北　翔大 ﾔﾏｷﾀ ｼｮｳﾀ 岐阜 岐阜高 0:19:57

154 885 畑　光陽 ﾊﾀ ﾋｶﾙ 滋賀 滋賀県立守山高 0:20:08

155 734 中原　一茶 ﾅｶﾊﾗ ｲｯｻ 滋賀 滋賀県立玉川高 0:20:11

156 826 酒井　優 ｻｶｲ ﾕｳ 京都 京都府立乙訓高 0:20:11

157 881 酒井　諒 ｻｶｲ ﾘｮｳ 滋賀 滋賀県立守山高 0:20:22


