
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】 小学生男子　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 4033 柘植　源太 ﾂｹﾞ ｹﾞﾝﾀ 静岡県 チーム細江 0:03:05

2 4001 泉　圭輔 ｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ 北海道 旭川神居東陸上少年団 0:03:08

3 4007 伊勢村　優斗 ｲｾﾑﾗ ﾋﾛﾄ 滋賀県 0:03:11

4 4034 小田　桜雅 ｵﾀﾞ ｵｳｶﾞ 静岡県 美薗ＲＣ 0:03:18

5 4021 青木　亮太朗 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 大阪狭山Ｒ＆Ｓ 0:03:18

6 4004 中澤　侑己 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野県 安曇野かけっこクラブ 0:03:18

7 4011 伊藤　功太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:24

8 4065 浅原　龍之介 ｱｻﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 静岡県 美薗ランニングクラブ 0:03:26

9 4014 河村　翔琉 ｶﾜﾑﾗ ｶｹﾙ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:31

10 4015 岩田　逢希 ｲﾜﾀ ｱｲｷ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:33

11 4003 弓削　英恵 ﾕｹﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 京都府 長岡第十小学校 0:03:33

12 4008 伊勢村　爽王 ｲｾﾑﾗ ｻﾜ 滋賀県 0:03:34

13 4010 菅原　秀太 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｭｳﾀ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:36

14 4063 安藤　僚汰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 栗東陸上教室 0:03:37

15 4002 藤田　晴大 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｸ 兵庫県 兵庫県加西市立北条東小学校0:03:37

16 4067 劉　幸明 ﾘｭｳ ｺｳﾒｲ 京都府 京都市立朱雀第一小学校 0:03:39

17 4071 村瀬　由治 ﾑﾗｾ ﾕｳｼﾞ 京都府 京都市立上鳥羽小学校 0:03:39

18 4086 花田　裕也 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:03:40

19 4085 徳地　駿斗 ﾄｸﾁ ﾊﾔﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:03:40

20 4094 澤　唯仁 ｻﾜ ﾕｲﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:03:41

21 4032 伊藤　春弥 ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 三重県 四日市市立富田小学校 0:03:46

22 4061 喜田　航生 ｷﾀﾞ ｺｳｷ 滋賀県 栗東陸上教室 0:03:48

23 4099 斉藤　悠人 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾄ 三重県 ＹウェルネスＣ 0:03:49

24 4040 北山　凌太朗 ｷﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 千住ジュニア 0:03:52

25 4045 小方　暖生 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙ 滋賀県 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:57

26 4059 猪飼　太馳 ｲｶｲ ﾀｲﾁ 滋賀県 守山市立速野小学校 0:03:57

27 4012 橋本　志隆 ﾊｼﾓﾄ ｼﾘｭｳ 愛知県 セットプロジェクト 0:03:59

28 4076 橋本　佐久人 ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:03:59

29 4064 武田　和季 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:00

30 4083 橘　理仁 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾋﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:02

31 4073 江川　健太 ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:02

32 4054 山本　瑚太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 滋賀県 守山市立速野小学校 0:04:03

33 4097 松本　陽悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾕｳ 大阪府 茨田西小学校 0:04:03

34 4075 木村　勇歩 ｷﾑﾗ ﾕﾌ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:05

35 4077 藤田　陽暉 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:06

36 4044 奥田　寅之助 ｵｸﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 滋賀県 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:08

37 4096 中島　悠暉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 滋賀県 綾野小学校 0:04:09

38 4093 斎藤　湊 ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:10

39 4084 谷口　幸乃進 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷﾉｼﾝ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:10

40 4088 安井　唯 ﾔｽｲ ﾕｲ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:10



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】 小学生男子　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

41 4082 木村　俊亮 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:10

42 4081 小澤　悠 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:19

43 4066 矢野　勝丈 ﾔﾉ ﾏｻﾀｹ 京都府 京都市立明親小学校 0:04:20

44 4087 本庄　凛翔 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘﾝﾄ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:22

45 4089 吉田　晴至 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｼﾞ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:29

46 4080 大野　一平 ｵｵﾉ ｲｯﾍﾟｲ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:29

47 4062 松尾　祥秀 ﾏﾂｵ ﾖｼﾋﾃﾞ 滋賀県 栗東陸上教室 0:04:31

48 4041 長尾　郷平 ﾅｶﾞｵ ｷｮｳﾍｲ 京都府 みやこジュニア 0:04:32

49 4091 小池　龍仁 ｺｲｹ ﾘｭｳｼﾞﾝ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:32

50 4098 榊原　潤 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 福井県 0:04:32

51 4027 小寺　洸太朗 ｺﾃﾗ ｺｳﾀﾛｳ 滋賀県 草津ジャック 0:04:37

52 4095 峠　成粋 ﾄｳｹﾞ ﾅｲｷ 滋賀県 甲賀ＪＡＣ 0:04:46

53 4031 古賀　晴翔 ｺｶﾞ ﾊﾙﾄ 滋賀県 草津市立志津小学校 0:04:46

54 4035 松永　一志 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｼ 滋賀県 草津ＪＡＣ 0:05:07


