
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 3258 森谷　光揮 ﾓﾘﾀﾆ ｺｳｷ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:13:01

2 3237 四方　悠瑚 ｼｶﾀ ﾕｳｺﾞ 兵庫県 宝塚市陸協 0:13:02

3 3239 新田　大輔 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県 ＵＤＣ 0:13:17

4 3263 西園　悠人 ﾆｼｿﾞﾉ ﾕｳﾄ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:13:19

5 3264 櫻井　瑞稀 ｻｸﾗｲ ﾐｽﾞｷ 京都府 京都府立桃山高校 0:13:25

6 3226 渡辺　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:13:26

7 3234 小森　智貴 ｺﾓﾘ ﾄﾓｷ 滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学 0:13:27

8 3212 原田　真之介 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:13:33

9 3261 表　紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:13:44

10 3242 村田　侑翼 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:13:52

11 3255 中村　望海 ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 大阪府 北野高校 0:13:56

12 3227 山本　航之介 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:14:02

13 3266 磯辺　慶 ｲｿﾍﾞ ｹｲ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:04

14 3240 圓句　知也 ｴﾝｸ ﾄﾓﾔ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:14:06

15 3270 山口　紘太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 静岡県 御殿場西高等学校 0:14:06

16 3202 大高　達典 ｵｵﾀｶ ﾀﾂﾉﾘ 神奈川県 秋田陸協 0:14:09

17 3248 山田　琢心 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:14:13

18 3213 齋藤　遙到 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:14:14

19 3228 桑山　璃久 ｸﾜﾔﾏ ﾘｸ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:14:17

20 3280 日上　雄喜 ﾋｶﾐ ﾕｳｷ 京都府 大阪経済法科大学 0:14:24

21 3206 新庄　亮太 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 0:14:26

22 3251 布谷　楽 ﾇﾉﾀﾆ ﾗｸ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:14:33

23 3224 河隅　祥葵 ｶﾜｽﾐ ｼｮｳｷ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:14:47

24 3254 山崎　優作 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｻｸ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:14:57

25 3267 松田　周 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳ 岐阜県 岐阜県立加納高等学校 0:14:57

26 3225 柏木　涼賀 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳｶﾞ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 0:14:58

27 3246 段野　雄一郎 ﾀﾞﾝﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:14:59

28 3276 高橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 京都府 堀川高等学校 0:15:03

29 3257 田中　龍介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:15:07

30 3249 佐々木　隆司 ｻｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:15:07

31 3245 冨田　翔太 ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾀ 大阪府 0:15:07

32 3231 佃　勇亮 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 滋賀県 虎姫高等学校 0:15:10

33 3236 田邊　昇 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学 0:15:11

34 3256 谷　尚紀 ﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪府 北野高校 0:15:31

35 3253 勝平　裕太 ｶﾂﾋﾗ ﾕｳﾀ 滋賀県 旭化成守山 0:15:35

36 3262 田中　晴彦 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋｺ 岐阜県 岐阜市立加納高校 0:15:43

37 3201 徳野　眞大 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 滋賀県 滋賀県立膳所高等学校 0:15:45

38 3273 村瀬　絢治朗 ﾑﾗｾ ｹﾝｼﾞﾛｳ 京都府 堀川高等学校 0:15:48

39 3275 五島　文穂 ｺﾞﾄｳ ﾌﾐｵ 京都府 堀川高等学校 0:15:49

40 3252 三宅　鼓航 ﾐﾔｹ ｺﾀﾙ 滋賀県 滋賀県立石部高等学校 0:15:58
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41 3247 加藤　陸斗 ｶﾄｳ ﾘｸﾄ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:16:03

42 3250 仲村　知也 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 滋賀県 滋賀短期大学附属高等学校 0:16:03

43 3204 谷口　守 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 岐阜県 0:16:04

44 3259 山崎　柊太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 岐阜県 麗澤瑞浪高校 0:16:11

45 3279 上出　櫂 ｶﾐﾃﾞ ｶｲ 京都府 京都府立桃山高等学校 0:16:23

46 3210 島谷　忠幸 ｼﾏﾀﾆ ﾀﾀﾞﾕｷ 兵庫県 しまたろう 0:16:30

47 3218 谷本　貴史 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ 京都府 比叡山高陸友会 0:17:02

48 3217 松澤　勇 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲｻﾑ 静岡県 ランニングエンジェルス 0:17:03

49 3272 馬谷　賢太郎 ｳﾏﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府 0:17:18

50 3222 曽野　政男 ｿﾉ ﾏｻｵ 滋賀県 滋賀マスターズ 0:17:36

51 3243 矢島　瑚太郎 ﾔｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:17:42

52 3219 中嶋　雅孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 滋賀県 滋賀マスターズＡＣ 0:18:04

53 3269 毛鎗　明 ｹﾔﾘ ｱｷﾗ 滋賀県 甲西高等学校 0:18:29

54 3203 山地　勝利 ﾔﾏｼﾞ ｶﾂﾄｼ 大阪府 0:19:00

55 3233 小林　岳史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 滋賀県 0:19:35

56 3229 伊藤　三千人 ｲﾄｳ ﾐﾁﾄ 京都府 0:20:51

57 3238 前田　傳雄 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾀｵ 滋賀県 ひるた曳山保存会 0:23:13

58 3220 日野　哲男 ﾋﾉ ﾃﾂｵ 愛知県 0:24:39


