
BIWAKOクロカン2022

第33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：2022年2月6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 3026 藤田　陣 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:28:44

2 3015 向井　孝次 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 ハムちゃんず 0:28:52

3 3022 青井　夏雄 ｱｵｲ ﾅﾂｵ 岐阜県 岐阜ＭＣ 0:29:09

4 3027 橋本　裕太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:29:18

5 3046 山本　朔豊 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾄ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:29:23

6 3025 河合　裕希 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 京都府 京都市立紫野高等学校 0:29:46

7 3029 田畑　諒介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:30:01

8 3044 松井　達耶 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ 岐阜県 羽島市立羽島中学校 0:31:01

9 3019 中澤　直継 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵﾂｸﾞ 京都府 京都マスターズ 0:31:15

10 3028 前原　凌 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:31:32

11 3034 上山　晃 ｳｴﾔﾏ ｱｷﾗ 兵庫県 0:31:32

12 3050 岩本　銀 ｲﾜﾓﾄ ｷﾞﾝ 大阪府 0:31:35

13 3003 嶋崎　清明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 埼玉県 Ｊクラブ 0:31:37

14 3008 河内　泰典 ｶﾜﾁ ﾔｽﾉﾘ 大阪府 0:32:22

15 3047 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 0:32:23

16 3035 籠谷　嘉紘 ｶｺﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 福井県 0:32:32

17 3056 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 0:32:34

18 3062 西村　樹 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂ 京都府 堀川高等学校 0:32:58

19 3061 榊原　宏和 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 福井県 0:33:05

20 3054 田中　麻詞 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 三重県 愛知東邦大学 0:33:26

21 3052 黒川　政臣 ｸﾛｶﾜ ﾏｻｵﾐ 大阪府 0:33:49

22 3051 伊與田　皓翔 ｲﾖﾀ ﾋﾛﾄ 大阪府 0:33:51

23 3004 伊藤　貴俊 ｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 滋賀県 滋賀マスターズ 0:34:33

24 3059 高橋　哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 京都府 0:34:39

25 3063 村田　啓輔 ﾑﾗﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 0:34:44

26 3007 前出　直久 ﾏｴﾃﾞ ﾅｵﾋｻ 愛知県 0:34:51

27 3040 川勝　義隆 ｶﾜｶﾂ ﾖｼﾀｶ 京都府 0:35:08

28 3039 田川　和正 ﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 滋賀県 0:35:24

29 3031 吉田　敬志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 奈良県 0:36:05

30 3014 藤本　雄太 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 滋賀県 0:37:13

31 3011 村井　勇次 ﾑﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大阪府 内外構造株式会社 0:39:23

32 3060 吉岡　毅 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 奈良県 0:39:30

33 3053 森村　光稀 ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾂｷ 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 0:40:30

34 3009 植村　徹 ｳｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 愛知県 チームＡＭＯＥＭＡ 0:41:51

35 3005 片山　崇 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 滋賀県 滋賀設備株式会社 0:45:04

36 3036 木下　雅彦 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ 愛知県 ＯＴＣ 0:45:54

37 3038 井上　智志 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 兵庫県 平松ランナーズ 0:46:50


