
BIWAKOクロカン2022

第7回 全国中学生クロスカントリー大会

主催：（公財）日本陸上競技連盟、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】 中学男子２年　2km

●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

1 301 渡辺　敦紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｷ 和歌山県 岩出市立岩出第二中学校 0:06:12

2 308 小林　駆 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｹﾙ 東京都 清新ＪＡＣ 0:06:13

3 306 大竹　実吹 ｵｵﾀｹ ﾐﾌﾞｷ 群馬県 太田市立太田中学校 0:06:17

4 324 藤井　由輝 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:17

5 310 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 守山市立明富中学校 0:06:19

6 321 竹下　諒 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:06:20

7 307 高森　はる ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ 富山県 魚津市立西部中学校 0:06:22

8 406 山本　優太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:06:22

9 332 尾島　広輝 ｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 京都府 京都産業大学附属中学校 0:06:26

10 302 浅見　隆斗 ｱｻﾐ ﾘｭｳﾄ 静岡県 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 0:06:27

11 407 野尻　大志 ﾉｼﾞﾘ ﾀｲｼ 福井県 福井県陸上競技協会 0:06:30

12 323 柘植　哲太 ﾂｹﾞ ﾃｯﾀ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:06:32

13 414 川瀬　聖幸 ｶﾜｾ ｷﾖﾕｷ 福井県 福井県陸上競技協会 0:06:32

14 409 依光　龍之介 ﾖﾘﾐﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡山県 0:06:34

15 304 小林　天 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東京都 清新ＪＡＣ 0:06:35

16 334 井野　晴太 ｲﾉ ﾊﾙﾀ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:06:38

17 319 西野　寛太郎 ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ 福井県 福井県陸上競技協会 0:06:39

18 344 前田　拓哉 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 北海道 東神楽町立東神楽中学校 0:06:39

19 312 鈴木　光誠 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 静岡県 湖西ＪＡＣ 0:06:41

20 305 伊藤　悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 愛知県 セットプロジェクト 0:06:42

21 322 小松　凜大 ｺﾏﾂ ﾘﾝﾀ 静岡県 浜松開誠館中学校 0:06:43

22 410 稲垣　瑛心 ｲﾅｶﾞｷ ｴｲｼﾝ 三重県 三重千代崎 0:06:44

23 360 金森　経晃 ｶﾈﾓﾘ ﾉﾘｱｷ 岡山県 岡山市立芳泉中学校 0:06:46

24 357 髙栁　吏駈 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｸ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:46

25 340 上野　佑斗 ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 滋賀県 草津市立高穂中学校 0:06:48

26 359 千田　樹 ｾﾝﾀﾞ ｲﾂｷ 岡山県 岡山市立芳泉中学校 0:06:49

27 333 山本　敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 愛知県 セットプロジェクト 0:06:50

28 343 塩満　蓮 ｼｵﾐﾂ ﾚﾝ 滋賀県 栗東西中学校 0:06:52

29 335 横山　翔護 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岐阜県 羽島市立羽島中学校 0:06:53

30 348 平田　紘駕 ﾋﾗﾀ ｺｳｶﾞ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:06:54

31 362 大治　咲仁 ｵｵｼﾞ ｻｸﾄ 滋賀県 甲賀市立甲賀中学校 0:06:54

32 358 岡田　蒼生 ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ 愛知県 ＫＭＲ 0:06:55

33 329 井上　功大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 京都府 京都市立京都御池中学校 0:06:55

34 315 佐々木　勝紀 ｻｻｷ ｶﾂｷ 三重県 菰野中学校 0:06:59

35 384 津久井　快 ﾂｸｲ ｶｲ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:04

36 369 井上　功介 ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 滋賀県 甲賀市立甲賀中学校 0:07:05

37 376 岡本　珠瑳 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭｳｻﾞ 京都府 綾部市立綾部中学校 0:07:11

38 364 小林　虹翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾄ 愛知県 ＫＭＲ 0:07:12

39 367 上村　海斗 ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ 愛知県 岡崎市立城北中学校 0:07:14

40 351 浜松　透希 ﾊﾏﾏﾂ ﾄｵﾏ 滋賀県 栗東西 0:07:15
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41 390 田中　友斐 ﾀﾅｶ ﾕｳﾋ 京都府 綾部市立綾部中学校 0:07:17

42 386 古川　秀馬 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾏ 滋賀県 高島市立湖西中学校 0:07:26

43 363 清水　波瑠 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙ 三重県 菰野町立八風中学校 0:07:26

44 379 永田　唯人 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲﾄ 滋賀県 草津市立高穂中学校 0:07:29

45 383 菅原　孝太 ｽｶﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 愛知県 セットプロジェクト 0:07:35

46 378 佃　拓磨 ﾂｸﾀﾞ ﾀｸﾏ 滋賀県 甲賀市立甲賀中学校 0:07:36

47 392 千葉　大成 ﾁﾊﾞ ﾀｲｾｲ 群馬県 前橋市立第七中学校 0:07:37

48 387 橋口　諒太郎 ﾊｼｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 京都府 立命館守山中学校 0:07:50

49 400 内田　裕斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:07:54

50 401 河井　央祐 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:07:55

51 404 川上　大智 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:08:00

52 402 森川　瑛太 ﾓﾘｶﾜ ｴｲﾀ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:08:01

53 396 田村　渚紗 ﾀﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 京都府 綾部市立綾部中学校 0:08:02

54 388 岩本　宇弘 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 金蘭千里中学校 0:08:11

55 403 上嶋　煌心 ｳｴｼﾏ ｺｳｼﾝ 滋賀県 甲賀市立信楽中学校 0:08:30

56 405 福西　顕正 ﾌｸﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 滋賀県 滋賀学園中学校 0:09:52


