
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】 日本陸連登録U-20女子　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 2619 林　愛望 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:14:23

2 2691 瀨川　藍 ｾｶﾞﾜ ｱｲ 京都府 立命館宇治高等学校 0:14:29

3 2733 川端　愛実 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅﾐ 滋賀県 比叡山高等学校 0:14:38

4 2682 中村　愛莉 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ 福井県 福井県立鯖江高等学校 0:14:47

5 2642 松本　未空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 三重県 鈴鹿高等学校 0:14:54

6 2668 新井　えりか ｱﾗｲ ｴﾘｶ 大阪府 東大阪大学敬愛高等学校 0:14:56

7 2665 二村　夕希子 ﾌﾀﾑﾗ ﾕｷｺ 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 0:14:57

8 2725 今井　万尋 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ 京都府 京都府立桂高等学校 0:15:00

9 2618 高吉　ももこ ﾀｶﾖｼ ﾓﾓｺ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:15:05

10 2622 谷口　晴菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:15:07

11 2625 甲斐　琴乃 ｶｲ ｺﾄﾉ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:15:09

12 2671 松田　彩奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔﾅ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高等学校 0:15:09

13 2703 大原　瑚子 ｵｵﾊﾗ ｺｺ 滋賀県 比叡山高等学校 0:15:20

14 2627 武藤　苺花 ﾑﾄｳ ﾏｲｶ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:15:27

15 2730 山森　若葉 ﾔﾏﾓﾘ ﾜｶﾊﾞ 京都府 京都市立西京高等学校 0:15:27

16 2713 高木　明里 ﾀｶｷﾞ ｱﾘ 滋賀県 立命館守山高等学校 0:15:29

17 2687 猪頭　冬花 ｲｶﾞｼﾗ ﾌﾕｶ 静岡県 御殿場西高等学校 0:15:30

18 2654 新井　叶愛 ｱﾗｲ ﾄｱ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:15:30

19 2636 村井　美郁 ﾑﾗｲ ﾐｸ 京都府 京都光華高等学校 0:15:31

20 2648 石田　遥花 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高校学校 0:15:37

21 2704 橋本　しずく ﾊｼﾓﾄ ｼｽﾞｸ 滋賀県 滋賀県立彦根翔西館高等学校0:15:43

22 2649 山本　莉瑳 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:15:47

23 2681 菅﨑　南花 ｽｶﾞｻｷ ﾅﾐｶ 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 0:15:53

24 2650 大久保　楓香 ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳｶ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:15:56

25 2607 渡邉　悠希菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾅ 愛知県 豊川高等学校 0:15:58

26 2694 高祖　葵 ｺｳｿ ｱｵｲ 京都府 京都市立西京高等学校 0:15:58

27 2629 金田　茉耶 ｶﾅﾀﾞ ﾏﾔ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:15:59

28 2675 吉澤　実央 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｵ 京都府 京都市立西京高等学校 0:16:02

29 2690 南　心響 ﾐﾅﾐ ｺｺﾈ 京都府 立命館宇治高等学校 0:16:03

30 2667 成瀬　夢乃 ﾅﾙｾ ﾕﾒﾉ 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 0:16:05

31 2624 上別府　七実 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾅﾅﾐ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:16:11

32 2634 木村　爽風 ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 京都府 京都光華高等学校 0:16:15

33 2617 花田　麻衣 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｲ 滋賀県 延暦寺学園比叡山高等学校 0:16:16

34 2621 折谷　優実 ｵﾘﾀﾆ ﾕｳﾐ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:16:18

35 2623 平岡　彩花 ﾋﾗｵｶ ｱﾔｶ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:16:20

36 2651 藪内　あゆみ ﾔﾌﾞｳﾁ ｱﾕﾐ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:16:24

37 2645 矢田　楓子 ﾔﾀﾞ ﾌｳｺ 三重県 鈴鹿高等学校 0:16:32

38 2626 南部　ひかり ﾅﾝﾌﾞ ﾋｶﾘ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:16:37

39 2712 北山　愛莉 ｷﾀﾔﾏ ｱｲﾘ 京都府 立命館守山高等学校 0:16:48

40 2620 藤田　栞野 ﾌｼﾞﾀ ｶﾉ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:16:49
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41 2658 山本　ほのか ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:17:00

42 2630 橋本　杏紫 ﾊｼﾓﾄ ｱﾝｼﾞ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:17:01

43 2639 細見　采矢 ﾎｿﾐ ｱﾔ 京都府 京都光華高等学校 0:17:04

44 2714 直井　咲良 ﾅｵｲ ｻｸﾗ 京都府 立命館守山高等学校 0:17:22

45 2715 前原　菜乃花 ﾏｴﾊﾗ ﾅﾉｶ 兵庫県 立命館守山高等学校 0:17:30

46 2705 志井　明寿香 ｼｲ ｱｽｶ 滋賀県 滋賀県立彦根翔西館高等学校0:17:35

47 2652 木村　結菜 ｷﾑﾗ ﾕｲﾅ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:17:36

48 2628 村松　音波 ﾑﾗﾏﾂ ｵﾄﾊ 愛知県 岡崎城西高等学校 0:17:38

49 2640 甲斐　ゆらら ｶｲ ﾕﾗﾗ 京都府 京都光華高等学校 0:17:38

50 2708 樫原　喜世 ｶｼﾊﾗ ｷﾖ 滋賀県 滋賀県立玉川高等学校 0:17:44

51 2732 宮内　優良 ﾐﾔｳﾁ ﾕﾗ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:54

52 2653 竹端　彩恵 ﾀｹﾊﾞﾀ ｻｴ 滋賀県 滋賀県立草津東高等学校 0:17:54


