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BIWAKOクロカン2019

第30回 全日本びわ湖クロスカントリー大会

第４回 全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　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：滋賀陸上競技協会

期日：2019年2月17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

測定区分：トランスポンダー 　  審 判 長：小澤　信一

【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者男子ジュニア 5Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

1 701 岩田　嵐 ｲﾜﾀ ﾗﾝ 岐阜高等学校 岐阜県 0:15:55

2 716 谷口　辰熙 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 比叡山高等学校 滋賀県 0:15:59

3 746 辻野　セペール ﾂｼﾞﾉ ｾﾍﾟｰﾙ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:16:10

4 721 宮川　仁 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:14

5 717 竹内　洸哉 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾔ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:25

6 777 江戸　健祐 ｴﾄ ｹﾝｽｹ 美方高等学校 福井県 0:16:29

7 750 佐藤　春輝 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 関西創価高等学校 大阪府 0:16:30

8 735 串田　涼 ｸｼﾀﾞ ﾘｮｳ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:16:33

9 760 齋藤　恵斗 ｻｲﾄｳ ｹｲﾄ 甲西高等学校 滋賀県 0:16:35

10 771 永田　秀悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 京都府立山城高等学校 京都府 0:16:37

11 719 山口　祐司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:42

12 733 中岡　学土 ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:16:43

13 715 河原田　大地 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:47

14 722 中西　倫太郎 ﾅｶﾆｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:50

15 753 高辻　正広 ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 関西創価高等学校 大阪府 0:16:50

16 713 島野　和志 ｼﾏﾉ ｶｽﾞｼ 京都両洋高等学校 京都府 0:16:52

17 720 佐竹　勇樹 ｻﾀｹ ﾕｳｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:16:52

18 785 坂田　悠真 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:52

19 763 中川　清矢 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:16:53

20 784 大塚　慈 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾙ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:16:54

21 728 長瀨　将起 ﾅｶﾞｾ ﾏｻｷ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:16:55

22 790 木原　和哉 ｷﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:17:00

23 747 居林　和輝 ｲﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:17:00

24 754 中島　海陽 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾖｳ 関西創価高等学校 大阪府 0:17:04

25 724 平田　壮馬 ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:07

26 786 西垣　満生 ﾆｼｶﾞｷ ﾏｵ 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 0:17:10

27 727 村山　楓介 ﾑﾗﾔﾏ ﾌｳｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:17:10

28 761 大久保　達善 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾖｼ 甲西高等学校 滋賀県 0:17:10

29 787 仲野　竜也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 函館中部高等学校 北海道 0:17:11

30 783 奥田　大登 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 京都市立西京高等学校 京都府 0:17:14

31 714 中島　楓基 ﾅｶｼﾏ ﾌｳｷ 京都両洋高等学校 京都府 0:17:15

32 755 大石　柊介 ｵｵｲｼ ｼｭｳｽｹ 滋賀県立守山高等学校 奈良県 0:17:16

33 730 岩城　槙乃介 ｲﾜｷ ｼﾝﾉｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:17:16

34 718 前田　亜門 ﾏｴﾀﾞ ｱﾓﾝ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:21

35 734 松浦　巧馬 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:17:22

36 744 藤園　涼太 ﾌｼﾞｿﾉ ﾘｮｳﾀ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:22

37 792 小井　稜真 ｺｲ ﾘｮｳﾏ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:25

38 762 前川　晃一 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:17:29

39 766 堀居　和真 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾏ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:17:29

40 774 小川　翔英 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｴｲ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:17:32
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主催：(公財)日本陸上競技連盟(全国中学生クロカン)、近畿陸上競技協会(全日本びわ湖クロカン)、 

　　　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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【部門】 日本陸上競技連盟登録競技者男子ジュニア 5Km 記録主任：浮氣　清司

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 所属 都道府県 記録 備考

41 757 中溝　大地 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:33

42 702 浦瀬　勇希 ｳﾗｾ ﾕｳｷ 岐阜高等学校 岐阜県 0:17:34

43 726 郡山　耀 ｺｵﾘﾔﾏ ﾖｳ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:36

44 758 中村　光尊 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:17:38

45 794 中村　亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:38

46 711 川口　優雅 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 京都両洋高等学校 京都府 0:17:41

47 788 深澤　潤平 ﾌｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 京都市立西京高等学校 京都府 0:17:41

48 723 江阪　智樹 ｴｻｶ ﾄﾓｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:17:44

49 775 松井　孝矢 ﾏﾂｲ ｺｳﾔ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:17:51

50 743 林　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:53

51 748 南條　航大 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾞｲ 関西大学第一高等学校 大阪府 0:17:54

52 796 出野　修平 ﾃﾞﾉ ｼｭｳﾍｲ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:17:57

53 740 土屋　祈和人 ﾂﾁﾔ ｷﾜﾄ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:17:59

54 706 坪井　賢也 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝﾔ 岐阜高等学校 岐阜県 0:18:01

55 731 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:18:03

56 710 藪中　雅也 ﾔﾌﾞﾅｶ ﾏｻﾔ 京都府立峰山高等学校 京都府 0:18:05

57 772 木村　友亮 ｷﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 京都府立山城高等学校 京都府 0:18:11

58 725 横井　尚輝 ﾖｺｲ ﾅｵｷ 比叡山高等学校 滋賀県 0:18:13

59 741 中居　樹哉 ﾅｶｲ ﾐｷﾔ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:18:17

60 742 畠中　陽平 ﾊﾀｹﾅｶ ﾖｳﾍｲ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:18:20

61 789 山中　翔太 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 滋賀県立守山高等学校 滋賀県 0:18:21

62 764 原田　侑也 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:18:24

63 737 板倉　優翔 ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:18:26

64 781 櫻枝　祐真 ｻｸﾗｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 滋賀県立守山高等学校 岐阜県 0:18:29

65 791 木原　朋哉 ｷﾊﾗ ﾄﾓﾔ 富山県立高岡商業高等学校 富山県 0:18:32

66 770 村田　旺史 ﾑﾗﾀ ｱｷﾌﾐ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:18:34

67 732 井門　聖那 ｲｶﾄﾞ ｾﾅ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:18:37

68 759 久野　太暉 ﾋｻﾉ ﾀﾞｲｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:18:37

69 773 柏田　凜人 ｶｼﾜﾀﾞ ﾘﾝﾄ 京都府立山城高等学校 京都府 0:18:40

70 765 和久　駿輔 ﾜｸ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:18:46

71 738 足立　聖夜 ｱﾀﾞﾁ ｾｲﾔ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:18:47

72 703 國井　雄平 ｸﾆｲ ﾕｳﾍｲ 岐阜高等学校 岐阜県 0:18:47

73 776 浅井　大輝 ｱｻｲ ﾀﾞｲｷ 愛知県立岡崎高等学校 愛知県 0:18:48

74 769 前田　涼真 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:18:50

75 768 藤居　大和 ﾌｼﾞｲ ﾔﾏﾄ 京都府立嵯峨野高等学校 京都府 0:19:07

76 729 堀江　新汰 ﾎﾘｴ ｱﾗﾀ 滋賀県立玉川高等学校 滋賀県 0:19:08

77 782 柚原　貫太朗 ﾕﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滋賀県立守山高等学校 岐阜県 0:19:17

78 709 山北　翔大 ﾔﾏｷﾀ ｼｮｳﾀ 岐阜高等学校 岐阜県 0:19:29

79 745 澤田　翔太 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 滋賀県立彦根東高等学校 滋賀県 0:19:46

80 736 太田　唯斗 ｵｵﾀ ﾕｲﾄ 豊田大谷高等学校 愛知県 0:19:52

81 756 渡邊　有紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 滋賀県立水口東高等学校 滋賀県 0:20:01

82 712 船岡　大河 ﾌﾅｵｶ ﾀｲｶﾞ 京都両洋高等学校 京都府 0:20:05

83 749 平木　陽斗 ﾋﾗｷ ﾊﾙﾄ 関西大学第一高等学校 兵庫県 0:20:06

84 767 湯本　真樹斗 ﾕﾓﾄ ﾏｷﾄ 滋賀県立長浜北高等学校 滋賀県 0:20:24


