
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
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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男子　５km
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順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 2226 溜池　一太 ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 滋賀県 洛南高等学校 0:15:02

2 2251 七枝　直 ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ 大阪府 関大北陽 0:15:29

3 2310 中野　裕太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高校 0:15:31

4 2269 高木　崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜県 洛南高校 0:15:32

5 2299 若林　良樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 和歌山県 洛南高等学校 0:15:33

6 2286 川勝　悠雅 ｶﾜｶﾂ ﾕｳｶﾞ 京都府 洛南高等学校 0:15:37

7 2412 山田　琉斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 京都府 京都外大西 0:15:41

8 2265 杉本　結 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ 大阪府 関大北陽 0:15:44

9 2271 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 愛知県 豊田大谷高校 0:15:44

10 2345 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 愛知県 滋賀学園高等学校 0:15:53

11 2203 辻本　桜寿 ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｳｼﾞｭ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:15:56

12 2223 中西　慶士郎 ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾛｳ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:02

13 2249 平田　碧 ﾋﾗﾀ ｿﾗ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:02

14 2254 西澤　マハロ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾊﾛ 京都府 洛南高等学校 0:16:03

15 2283 半澤　彰基 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾃﾙﾓﾄ 滋賀県 草津東 0:16:07

16 2431 平島　匠 ﾋﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 大阪府 洛南高等学校 0:16:08

17 2307 松井　悠歩 ﾏﾂｲ ﾕｳﾎ 京都府 桂高校 0:16:11

18 2423 大川　翔雅 ｵｵｶﾜ ｼｮｳﾏ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:16:15

19 2279 冨田　悠晟 ﾄﾐﾀ ﾕｳｾｲ 滋賀県 草津東 0:16:16

20 2273 太田　駿 ｵｵﾀ ｼｭﾝ 京都府 京都外大西高校 0:16:17

21 2237 鶴田　燿也 ﾂﾙﾀ ﾃﾙﾔ 愛知県 岡崎城西高校 0:16:17

22 2401 辻　蒼汰 ﾂｼﾞ ｿｳﾀ 滋賀県 滋賀学園 0:16:18

23 2202 岡元　快生 ｵｶﾓﾄ ｶｲ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:16:19

24 2319 伴　遼典 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳｽｹ 滋賀県 石部高校 0:16:20

25 2243 天野　啓太 ｱﾏﾉ ｹｲﾀ 愛知県 岡崎城西高校 0:16:20

26 2320 風口　奏楽 ｶｾﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ 滋賀県 石部高校 0:16:22

27 2214 武内　里賢 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 京都府 京都外大西高校 0:16:22

28 2277 中村　夏輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 大阪府 関大北陽 0:16:23

29 2330 熊澤　学 ｸﾏｻﾞﾜ ｶﾞｸ 京都府 京都府立南丹高等学校 0:16:25

30 2332 若林　亮彦 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ 大阪府 三島高 0:16:25

31 2327 田中　琉之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 京都府 京都府立田辺高等学校 0:16:26

32 2253 脇坂　耕平 ﾜｷｻｶ ｺｳﾍｲ 大阪府 洛南高等学校 0:16:28

33 2344 髙田　智生 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ 京都府 洛南高等学校 0:16:28

34 2259 内山　駿 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 愛知県 愛知陸上競技協会 0:16:30

35 2280 松本　雄大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 滋賀県 草津東 0:16:33

36 2205 宮澤　諒真 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:16:33

37 2224 植村　来登 ｳｴﾑﾗ ﾗｲﾄ 京都府 京都外大西高校 0:16:36

38 2222 小池　太壱 ｺｲｹ ﾀｲﾁ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:37

39 2357 日比　健仁 ﾋﾋﾞ ｹﾝﾄ 岐阜県 大垣日大高校 0:16:38

40 2301 松山　誠之介 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲﾉｽｹ 京都府 桂高校 0:16:38
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41 2284 髙木　志朗 ﾀｶｷﾞ ｼﾛｳ 京都府 京都陸上競技協会 0:16:39

42 2278 竹村　明人 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾄ 滋賀県 比叡山高等学校 0:16:40

43 2347 杉本　知優 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁﾋﾛ 京都府 田辺高校 0:16:40

44 2207 粟倉　璃空 ｱﾜｸﾗ ﾘｸ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:16:41

45 2274 志方　英輝 ｼｶﾀ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県 関大北陽 0:16:42

46 2268 小蔭　剛 ｺｶｹﾞ ﾂﾖｼ 大阪府 関大北陽 0:16:42

47 2263 糟谷　源太 ｶｽﾔ ｹﾞﾝﾀ 大阪府 関大北陽 0:16:46

48 2204 河口　尊 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:16:49

49 2256 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 大阪府 関大北陽 0:16:51

50 2432 渡邊　慧亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 京都府 京都市立西京高等学校 0:16:51

51 2270 松岡　空良 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 京都府 京都陸上競技協会 0:16:52

52 2217 長瀬　大起 ﾅｶﾞｾ ﾀｲｷ 滋賀県 比叡山高校 0:16:55

53 2258 大濱　優輝 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ 大阪府 関大北陽 0:16:55

54 2244 岩附　優斗 ｲﾜﾂｷ ﾕｳﾄ 愛知県 岡崎城西高校 0:17:06

55 2402 本城　一貴 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｲﾁｷ 滋賀県 立命館守山高等学校 0:17:10

56 2238 板倉　愛翔 ｲﾀｸﾗ ﾏﾅﾄ 愛知県 岡崎城西高校 0:17:10

57 2242 山村　恵大 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾀ 愛知県 岡崎城西高校 0:17:11

58 2331 村井　隆真 ﾑﾗｲ ﾘｭｳﾏ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:12

59 2297 角野　凌誠 ｽﾐﾉ ﾘｮｳｾｲ 大阪府 関大北陽 0:17:13

60 2326 新木　淳太 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:13

61 2219 橋本　陽太 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ 滋賀県 比叡山高校 0:17:18

62 2248 吉田　龍海 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳ 愛知県 岡崎城西高校 0:17:21

63 2230 内木　幹基 ﾅｲｷ ｶﾝｷ 岐阜県 高山西高等学校 0:17:23

64 2262 外前田　直人 ﾎｶﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 大阪府 関大北陽 0:17:23

65 2342 澤　龍輝 ｻﾜ ﾘｭｳｷ 京都府 洛南高校 0:17:24

66 2257 楳田　知己 ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓｷ 大阪府 関大北陽高 0:17:25

67 2300 森田　えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 京都府 京都府立桂高等学校 0:17:26

68 2337 明石　優人 ｱｶｼ ﾕｳﾄ 京都府 京都市立西京高等学校 0:17:26

69 2414 平澤　拓士 ﾋﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 京都府 京都市立西京高等学校 0:17:29

70 2425 早尻　智人 ﾊﾔｼﾞﾘ ﾄﾓﾋﾄ 滋賀県 滋賀学園 0:17:31

71 2281 小山　育玖 ｺﾔﾏ ｲｸ 滋賀県 草津東 0:17:31

72 2398 橋本　昊太 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:37

73 2334 津田　彩翔 ﾂﾀﾞ ｱﾔﾄ 滋賀県 私立滋賀学園高等学校 0:17:37

74 2282 小田　翔輝 ｵﾀﾞ ｼｮｳｷ 滋賀県 草津東 0:17:38

75 2336 中川　丈大 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｮｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:44

76 2255 実田　大心 ｼﾞﾂﾀﾞ ﾀｲｼﾝ 大阪府 関大北陽 0:17:44

77 2245 早川　恭介 ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳｽｹ 愛知県 岡崎城西高校 0:17:49

78 2276 村田　凰祇 ﾑﾗﾀ ｵｳｷ 兵庫県 関大北陽 0:17:52

79 2415 今村　理人 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾄ 京都府 田辺高校 0:17:56

80 2285 松田　篤志 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪府 関大北陽 0:17:56
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81 2206 高田　智太 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県 浜松開誠館高等学校 0:17:58

82 2323 櫻井　大吾 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｺﾞ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:17:59

83 2246 川上　晃 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 愛知県 岡崎城西高校 0:18:00

84 2377 藤掛　舜也 ﾌｼﾞｶｹ ｼｭﾝﾔ 京都府 南丹高校 0:18:05

85 2339 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岐阜県 麗澤瑞浪高校 0:18:07

86 2417 宮田　桜爾 ﾐﾔﾀ ｵｳｼﾞ 京都府 京都外大西 0:18:09

87 2416 中野　大夢 ﾅｶﾉ ﾋﾕｳ 滋賀県 国際情報高等学校 0:18:11

88 2329 前田　涼太 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高校 0:18:11

89 2215 大西　峻平 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 滋賀県 比叡山高等学校 0:18:12

90 2247 谷村　恭祐 ﾀﾆﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 愛知県 岡崎城西高校 0:18:13

91 2426 立村　楓馬 ﾀﾃﾑﾗ ﾌｳﾏ 京都府 京都陸上競技会 0:18:15

92 2349 大井　瑞稀 ｵｵｲ ﾐｽﾞｷ 滋賀県 滋賀学園 0:18:18

93 2405 今井　亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 立命館守山高等学校 0:18:20

94 2387 北川　大地 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県 彦根翔西館高 0:18:24

95 2227 新明　淳 ｼﾝﾒｲ ｼﾞｭﾝ 岐阜県 高山西高等学校 0:18:25

96 2287 井上　龍太 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾀ 京都府 京都外大西高 0:18:28

97 2421 岩佐　勇希 ｲﾜｻ ﾕｳｷ 京都府 京都府立南丹高等学校 0:18:28

98 2225 安原　優生 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ 滋賀県 比叡山 0:18:39

99 2321 伊地智　裕介 ｲｼﾞﾁ ﾕｳｽｹ 滋賀県 石部高校 0:18:48

100 2228 石原　福之助 ｲｼﾊﾗ ﾌｸﾉｽｹ 岐阜県 高山西高等学校 0:18:48

101 2309 雲林院　悠太 ｳﾝﾘﾝｲﾝ ﾕｳﾀ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:18:56

102 2424 奥井　颯一 ｵｸｲ ｿｳｲﾁ 滋賀県 玉川高校 0:19:01

103 2229 田口　舜悟 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｺﾞ 岐阜県 高山西高等学校 0:19:03

104 2411 小久保　温人 ｺｸﾎﾞ ﾊﾙﾄ 岐阜県 大垣日大高校 0:19:10

105 2404 河原林　凛成 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｾｲ 京都府 立命館守山高等学校 0:19:12

106 2389 奥野　優樹 ｵｸﾉ ﾕｳｷ 滋賀県 彦根翔西館高 0:19:16

107 2338 平居　源麒 ﾋﾗｲ ｹﾞﾝｷ 岐阜県 麗澤瑞浪高校 0:19:28

108 2322 田中　将玖 ﾀﾅｶ ｼｮｳｸ 滋賀県 石部高校 0:19:32

109 2403 岩崎　瑚太朗 ｲﾜｻｷ ｺﾀﾛｳ 京都府 立命館守山高等学校 0:19:35

110 2350 曽根田　敦則 ｿﾈﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 京都府 京都外大西 0:19:46

111 2364 杉本　俊輔 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県 玉川高校 0:19:57

112 2348 北村　翔斗 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾄ 滋賀県 玉川高校 0:20:01

113 2361 西秋　克海 ﾆｼｱｷ ｶﾂﾐ 滋賀県 滋賀学園高等学校 0:20:04

114 2386 河野　雅行 ｶﾜﾉ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 彦根翔西館高 0:20:15

115 2388 小島　春佑 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県 彦根翔西館高 0:20:38

116 2419 酒井　一真 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 京都府 京都外大西 0:20:41

117 2406 早崎　慎吾 ﾊﾔｻｷ ｼﾝｺﾞ 京都府 立命館守山高等学校 0:21:57


