
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３年　３km

●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 8 川口　峻太朗 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡山県 岡山市立京山中学校 0:09:16

2 7 石川　蒼大 ｲｼｶﾜ ｱｵ 福岡県 行橋市立中京中学校 0:09:16

3 9 木村　隆晴 ｷﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 静岡県 沼津市立今沢中学校 0:09:22

4 12 田中　智稀 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 三重県 ＴＥＡＭ鈴鹿 0:09:24

5 19 岸端　悠友 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静岡県 静岡吉田ＡＣ 0:09:24

6 5 植田　圭祐 ｳｴﾀ ｹｲｽｹ 京都府 京田辺市立大住中学校 0:09:25

7 48 吉澤　登吾 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 東京都 桐朋中学校 0:09:26

8 14 栗田　絆生 ｸﾘﾀ ｷｽﾞﾅ 静岡県 静岡吉田ＡＣ 0:09:27

9 13 三平　弦徳 ﾐﾋﾗ ｹﾞﾝﾄ 三重県 ＴＥＡＭ鈴鹿 0:09:28

10 15 渡邊　颯汰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 岐阜県 麗澤瑞浪中学校 0:09:28

11 18 木内　桜澄 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 三重県 ＴＥＡＭ鈴鹿 0:09:30

12 24 中村　幸太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 清新ＪＡＣ 0:09:32

13 25 津金　海斗 ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 長野県 中川村立中川中学校 0:09:35

14 30 松山　優太 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 三重県 名張Ｊｒ 0:09:35

15 28 松山　唯人 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 三重県 名張Ｊｒ 0:09:37

16 11 佐上　湘哉 ｻｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ 神奈川県 平塚市立太洋中学校 0:09:37

17 29 猪子　虎 ｲﾉｺ ﾄﾗ 北海道 札幌市立北陽中学校 0:09:40

18 3 渡邉　大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:09:40

19 21 小田　大雅 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 静岡県 浜松市立北浜中学校 0:09:42

20 34 上條　玄太 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀ 三重県 ＴＥＡＭ鈴鹿 0:09:47

21 51 山本　昂輝 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 岐阜県 高山市立日枝中学校 0:09:48

22 23 津田　莞太 ﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 神奈川県 川崎市立生田中学校 0:09:59

23 35 内藤　零也 ﾅｲﾄｳ ﾚｲﾔ 石川県 金沢市立緑中学校 0:09:59

24 54 北上　惇生 ｷﾀｶﾐ ｱﾂｷ 愛知県 愛知陸協 0:10:01

25 41 高松　桜太 ﾀｶﾏﾂ ｵｳﾀ 愛知県 0:10:02

26 2 岩崎　蒼史 ｲﾜｻﾞｷ ｿｳｼ 静岡県 浜松市立細江中学校 0:10:04

27 42 豊田　雄大 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 ＡＣ一宮ＪＵＮＩＯＲ 0:10:05

28 60 今川　黎音 ｲﾏｶﾞﾜ ﾚｵﾝ 兵庫県 猪名川町立猪名川中学校 0:10:05

29 62 田端　悠 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ 東京都 八王子市立横山中学校 0:10:09

30 22 森田　清 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 愛知県 セットプロジェクト 0:10:10

31 47 落合　晃 ｵﾁｱｲ ｺｳ 滋賀県 高島市立今津中学校 0:10:16

32 33 新木　大翔 ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 広島県 高屋中学校 0:10:18

33 39 新木　悠雅 ｼﾝｷ ﾕｳｶﾞ 広島県 高屋中学校 0:10:22

34 68 熊谷　豪流 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ 愛知県 豊田市立末野原中学校 0:10:33

35 61 森田　聡 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 愛知県 セットプロジェクト 0:10:38

36 46 中里　温明 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾙｱｷ 東京都 清新ＪＡＣ 0:10:57

37 65 古賀　雅也 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 岡崎東海中学校 0:11:06

38 50 渡邉　陽奈太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県 安城市立安城北中学校 0:11:09

39 72 河田　吏生 ｶﾜﾀ ﾘｲﾁ 愛知県 ＫＭＲ 0:11:23

40 74 保田　知樹 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 大阪府 金蘭千里中学校 0:11:23
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41 73 藤田　康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 大阪府 金蘭千里中学校 0:11:29

42 75 河田　楓生 ｶﾜﾀ ｶｲﾁ 愛知県 ＫＭＲ 0:12:25


