
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】 小学生女子　１km

●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 4361 安部　舞紘 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ 徳島県 鳴門教育大学附属小学校 0:03:32

2 4318 増田　心音 ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾈ 群馬県 前橋市立山王小学校 0:03:35

3 4319 神谷　愛海 ｶﾐﾔ ﾏﾅﾐ 愛知県 雁が音スポーツクラブ 0:03:41

4 4360 浅原　那奈 ｱｻﾊﾗ ﾅﾅ 静岡県 美薗ランニングクラブ 0:03:43

5 4376 松本　紗弥 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔ 大阪府 茨田西小学校 0:03:44

6 4302 柴田　莉奈 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ 岡山県 さくら走練 0:03:45

7 4317 岩田　麻里 ｲﾜﾀ ﾏﾘ 愛知県 小信中島小学校 0:03:45

8 4377 増田　百華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 埼玉県 さいたま市立大宮別所小学校0:03:49

9 4351 酒井　萌 ｻｶｲ ﾓｴ 滋賀県 守山市立速野小学校 0:03:49

10 4331 菊地　桜香 ｷｸﾁ ｵｳｶ 滋賀県 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:51

11 4304 橋本　若菜 ﾊｼﾓﾄ ﾜｶﾅ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:55

12 4306 河村　飛香 ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:55

13 4354 笠川　心暖 ｶｻｶﾞﾜ ｺｺﾉ 滋賀県 栗東陸上教室 0:03:59

14 4311 嵩谷　真央 ﾀﾞｹﾔ ﾏｵ 滋賀県 アスリートキッズ 0:03:59

15 4326 大谷　恵以 ｵｵﾀﾆ ｹｲ 静岡県 浜松市立気賀小学校 0:04:02

16 4332 奥田　志乃 ｵｸﾀﾞ ｼﾉ 滋賀県 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:04

17 4350 猪飼　ひな ｲｶｲ ﾋﾅ 滋賀県 守山市立速野小学校 0:04:06

18 4365 大治　空楽 ｵｵｼﾞ ｿﾗ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:07

19 4355 西村　紀保 ﾆｼﾑﾗ ｷﾎ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:07

20 4363 篠塚　沙玖 ｼﾉﾂﾞｶ ｻｸ 滋賀県 草津ＪＡＣ 0:04:08

21 4366 古荘　加花 ﾌﾙｼｮｳ ｶｶ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:14

22 4321 大竹　結心 ｵｵﾀｹ ﾕﾅ 群馬県 伊勢崎市立あずま南小学校 0:04:15

23 4303 竹中　珠央 ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京都府 京都市立七条第三小学校 0:04:19

24 4364 入江　夏音 ｲﾘｴ ｶﾉﾝ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:24

25 4309 谷口　柚季 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 愛知県 セットプロジェクト 0:04:31

26 4345 河津　綸 ｶﾜﾂﾞ ﾘﾝ 京都府 みやこジュニア 0:04:35

27 4372 園田　颯希 ｿﾉﾀﾞ ｻﾂｷ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:38

28 4352 今井　花 ｲﾏｲ ﾊﾅ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:39

29 4375 山崎　結萌 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:40

30 4368 相澤　聖 ｱｲｻﾞﾜ ﾋｼﾞﾘ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:44

31 4371 澤　悠衣 ｻﾜ ﾕｲ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:45

32 4357 宮﨑　愛美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾐ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:46

33 4370 入江　凛花 ｲﾘｴ ﾘﾝｶ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:46

34 4353 上里　桜子 ｳｴｻﾞﾄ ｻｸﾗｺ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:48

35 4374 藤橋　いろは ﾌｼﾞﾊｼ ｲﾛﾊ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:54

36 4358 山本　咲樹 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 滋賀県 栗東陸上教室 0:05:02


