
1／7

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：(一財)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】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 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 1697 濵口　大和 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 阿南ＪＡＣ 徳島県 0:03:07

2 1709 古沢　颯汰 ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ ＥＴジュニア 山形県 0:03:12

3 1656 山本　聖琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 吉野小学校 奈良県 0:03:12

4 1688 津田　万里 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 城山ＡＣ 石川県 0:03:13

5 1531 加嶋　翼 ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:13

6 1624 村上　硯哉 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾔ チーム橋本 京都府 0:03:13

7 1689 新木　大翔 ｼﾝｷ ﾀｲｶﾞ 郷田小学校 広島県 0:03:14

8 1508 岸端　悠友 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:03:17

9 1710 横山　翔 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ ＥＴジュニア 山形県 0:03:19

10 1672 小泉　怜輝 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｷ 大山崎小学校 京都府 0:03:20

11 1537 山本　桜太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 鹿島ＡＣ 石川県 0:03:20

12 1574 西野　壱星 ﾆｼﾉ ｲｯｾｲ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:21

13 1662 土赤　仁義 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:22

14 1654 衣川　凌 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 長岡第八小学校 京都府 0:03:22

15 1708 青野　修也 ｱｵﾉ ｼｭｳﾔ びわこランナーズクラブ 滋賀県 0:03:23

16 1598 小倉　礼恩 ｵｸﾞﾗ ﾚｵﾝ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:23

17 1591 森口　匠真 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:23

18 1712 井上　卓海 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 浅井陸上クラブ 滋賀県 0:03:24

19 1534 有原　大貴 ｱﾘﾊﾗ ﾋﾛｷ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:24

20 1533 山本　飛翔 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾙ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:24

21 1692 川上　宇宙 ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 城山ＡＣ 石川県 0:03:25

22 1700 矢澤　秀成 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:26

23 1536 加嶋　響 ｶｼﾏ ﾋﾋﾞｷ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:26

24 1657 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 速野小学校 滋賀県 0:03:26

25 1597 小谷　歩 ｺﾀﾆ ｱﾕﾑ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:27

26 1655 吉田　琉希 ﾖｼﾀﾞ ﾙｳｷ 京都市立桂東小学校 京都府 0:03:27

27 1704 木下　斎滉 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:27

28 1661 入江　勇 ｲﾘｴ ﾕｳ 川岡ばくそく 京都府 0:03:28

29 1535 犬飼　勇人 ｲﾇｶｲ ﾊﾔﾄ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:28

30 1584 長谷川　悠吾 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺﾞ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:28
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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：(一財)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】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 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

31 1701 玉木　輝 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:30

32 1687 野々村　海斗 ﾉﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:30

33 1553 松田　柊吾 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 米原市立大原小学校 滋賀県 0:03:31

34 1585 藤住　爽志 ﾌｼﾞｽﾐ ｿｳｼ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:31

35 1630 板倉　大和 ｲﾀｸﾗ ﾔﾏﾄ チーム橋本 京都府 0:03:31

36 1699 矢澤　颯介 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:32

37 1711 佐藤　圭哉 ｻﾄｳ ｹｲﾔ ＥＴジュニア 山形県 0:03:32

38 1690 新木　悠雅 ｼﾝｷ ﾕｳｶﾞ 郷田小学校 広島県 0:03:33

39 1506 西本　公亮 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:03:33

40 1622 木村　颯汰 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:35

41 1513 德田　泰暉 ﾄｸﾀﾞ ﾀｲｷ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:35

42 1548 大瀬　晴紀 ｵｵｾ ﾊﾙｷ みやこジュニア陸上クラブ 京都府 0:03:36

43 1670 尾島　広輝 ｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 洛中小学校 京都府 0:03:36

44 1658 山本　昊良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 香川レーシングジュニア 香川県 0:03:37

45 1618 辻本　世樹 ﾂｼﾞﾓﾄ ｾﾅ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:38

46 1696 吉中　航平 ﾖｼﾅｶ ｺｳﾍｲ カツミ陸上 山口県 0:03:38

47 1605 一谷　優希 ｲﾁﾀﾆ ﾕｳｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:39

48 1676 田中　誉也 ﾀﾅｶ ﾖｼﾔ 寺井ジュニア 石川県 0:03:39

49 1552 石田　歩夢 ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:39

50 1545 島田　絢都 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:40

51 1538 酒井　崇史 ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ 鹿島ＡＣ 石川県 0:03:40

52 1556 東野　琉之介 ﾋｶﾞｼﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 米原市立柏原小学校 滋賀県 0:03:41

53 1602 篠原　拓己 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:41

54 1557 山﨑　温人 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂﾄ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:41

55 1561 大浦　一慶 ｵｵｳﾗ ｲｯｹｲ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:41

56 1626 脇田　樹 ﾜｷﾀ ﾀﾂｷ チーム橋本 京都府 0:03:42

57 1510 大塚　響 ｵｵﾂｶ ﾋﾋﾞｷ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:42

58 1509 青木　宗次郎 ｱｵｷ ｿｳｼﾞﾛｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:42

59 1665 長　龍悟 ﾁｮｳ ﾘｭｳｺﾞ 野洲小学校 滋賀県 0:03:42

60 1575 西野　佑飛 ﾆｼﾉ ﾕｳﾋ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:43
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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：(一財)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】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 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

61 1612 里見　波音 ｻﾄﾐ ﾊｵﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:43

62 1683 中村　勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾀ 栗東陸上 滋賀県 0:03:43

63 1706 片桐　和真 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:43

64 1628 泉谷　健登 ｲｽﾞﾀﾆ ｹﾝﾄ チーム橋本 京都府 0:03:44

65 1515 岸本　晟 ｷｼﾓﾄ ｾｲ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:44

66 1554 富岡　亮惺 ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳｾｲ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:44

67 1551 谷口　愛悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲｺﾞ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:44

68 1636 芦田　大志 ｱｼﾀﾞ ﾀｲｼ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:45

69 1629 村上　晴哉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔ チーム橋本 京都府 0:03:45

70 1532 森田　そう ﾓﾘﾀ ｿｳ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:45

71 1631 森本　瑞生 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:45

72 1713 宮腰　瑛斗 ﾐﾔｺｼ ｴｲﾄ 滋賀県 0:03:46

73 1590 前田　新 ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:46

74 1649 大澤　啓人 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:47

75 1582 荻原　亮太朗 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:47

76 1522 酒井　悠汰 ｻｶｲ ﾕｳﾀ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:47

77 1625 白井　勇空 ｼﾗｲ ｲｿﾗ チーム橋本 京都府 0:03:47

78 1576 北村　峻也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:48

79 1664 野村　和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長浜陸上教室 滋賀県 0:03:48

80 1663 奈良岡　昇 ﾅﾗｵｶ ｼｮｳ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:48

81 1596 青木　樂来 ｱｵｷ ｶﾞｸ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:48

82 1653 田中　柳之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:48

83 1603 近成　哉汰 ﾁｶﾅﾘ ｶﾅﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:49

84 1707 土井　羚遠 ﾄﾞｲ ﾚｵﾝ 佐々木塾 京都府 0:03:49

85 1521 寺谷　孝太朗 ﾃﾗﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:50

86 1714 武田　侑和 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:50

87 1619 北川　諒 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:50

88 1677 廣瀬　翔 ﾋﾛｾ ｶｹﾙ 寺井ジュニア 石川県 0:03:51

89 1568 青木　晴大 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:51

90 1527 要石　光琉 ｶﾅﾒｲｼ ﾋｶﾙ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:51



4／7

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：(一財)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】 小学生男子 1Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ2組） 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

91 1601 大平　修真 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳﾏ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:51

92 1667 竹内　知 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓ 本能クラブ 京都府 0:03:52

93 1702 樋屋　大和 ﾋｵｸ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:53

94 1646 田代　恵土 ﾀｼﾛ ｱﾔﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:53

95 1549 松本　侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:53

96 1616 井上　澄和 ｲﾉｳｴ ﾄﾜ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:53

97 1555 伊藤　奎太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ 米原市立春照小学校 滋賀県 0:03:53

98 1572 安積　紫音 ｱｽﾞﾐ ｼｵﾝ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:54

99 1569 髙橋　恩来 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾙ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:54

100 1581 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:55

101 1685 石田　遥士 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:55

102 1660 青山　空矢 ｱｵﾔﾏ ｸｳﾔ 大津市立南郷小学校 滋賀県 0:03:55

103 1682 長谷川　志音 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾝ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:56

104 1600 中切　環 ﾅｶｷﾞﾘ ﾀﾏｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:56

105 1541 上仲　悠生 ｳｴﾅｶ ﾕｳｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:56

106 1594 酒井　照久 ｻｶｲ ﾃﾙﾋｻ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

107 1609 川上　大智 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:57

108 1567 小西　一暉 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:57

109 1543 山名　悠貴 ﾔﾏﾅ ﾕｳｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

110 1586 菅原　唯悟 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻﾄ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:58

111 1634 堤　琉空 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｸ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:58

112 1512 武甕　亘平 ﾀｹﾐｶ ｺｳﾍｲ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:59

113 1595 田口　淳志 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:59

114 1607 上嶋　煌心 ｳｴｼﾏ ｺｳｼﾝ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:03:59

115 1623 佐藤　煉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

116 1583 竹間　龍聖 ﾁｸﾏ ﾘｭｳｾｲ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:59

117 1620 北野　皓久 ｷﾀﾉ ﾃﾙﾋｻ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

118 1566 野村　仁人 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:59

119 1637 前﨑　龍来 ﾏｴｻﾞｷ ﾘｭｳｸ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:59

120 1599 山田　胡太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:00
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121 1570 岩井　優虎 ｲﾜｲ ﾕｳﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:00

122 1675 間瀬　優雅 ﾏｾ ﾕｳｶﾞ 物見山ジュニア 石川県 0:04:01

123 1606 森川　瑛太 ﾓﾘｶﾜ ｴｲﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:01

124 1539 小島　成陽 ｺｼﾞﾏ ﾅﾙﾋ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:01

125 1528 北脇　匠 ｷﾀﾜｷ ﾀｸﾐ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:02

126 1558 山本　流希陽 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｷｱ 米原市立柏原小学校 滋賀県 0:04:02

127 1559 松居　嘉壱 ﾏﾂｲ ｶｲﾁ 米原市立伊吹小学校 滋賀県 0:04:02

128 1589 谷田　潤哉 ﾀﾆﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:02

129 1525 猪飼　逞光 ｲｶｲ ﾀｸﾐ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:02

130 1608 谷井　秋星 ﾀﾆｲ ｱｷﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:03

131 1564 北川　翼 ｷﾀｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:03

132 1593 伊東　侑良 ｲﾄｳ ﾕｳﾗ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:03

133 1614 鈴木　佑岳 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:04

134 1540 安田　悠人 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:04

135 1565 福永　遥人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:04

136 1638 村田　珀人 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾈ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:05

137 1579 嶋田　涼佑 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:05

138 1644 綿本　猛虎 ﾜﾀﾓﾄ ﾀｹﾄﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:05

139 1679 廣瀬　凱 ﾋﾛｾ ｶｲ 寺井ジュニア 石川県 0:04:06

140 1588 谷田　燎哉 ﾀﾆﾀﾞ ﾘﾖｳﾔ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:06

141 1577 今井　真敬 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:06

142 1542 鈴木　励治 ｽｽﾞｷ ﾚｲｼﾞ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:07

143 1523 中谷　飛暖 ﾅｶﾀﾆ ﾄｱ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:07

144 1610 内田　裕斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:07

145 1573 野村　和生 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:08

146 1694 井上　絢仁 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾄ 長等小学校 滋賀県 0:04:08

147 1635 稲垣　徹平 ｲﾅｶﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:09

148 1666 香月　奏翔 ｶﾂｷ ｶﾅﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:09

149 1668 宮本　一冴 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｻ 京都府 0:04:09

150 1560 大菅　瑠伊 ｵｵｽｶﾞ ﾙｲ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:10
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151 1674 畑本　暁翔 ﾊﾀﾓﾄ ｱｷﾄ 物見山ジュニア 石川県 0:04:10

152 1613 中野　誉一 ﾅｶﾉ ﾖｲﾁ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:11

153 1632 佐伯　悠吾 ｻｲｷ ﾕｳｺﾞ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:11

154 1669 久保　修虎 ｸﾎﾞ ｼｭｳﾄ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:11

155 1633 橋本　樹 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:11

156 1562 谷　遥翔 ﾀﾆ ﾊﾙﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:12

157 1504 田井中　陸 ﾀｲﾅｶ ﾘｸ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:12

158 1514 上田　恭吾 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺﾞ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:12

159 1611 河井　央祐 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:12

160 1681 長谷川　流斗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 石部小学校 滋賀県 0:04:13

161 1673 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:13

162 1526 奧村　聞 ｵｸﾑﾗ ﾓﾝ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:13

163 1640 小川　祥 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:13

164 1587 岡田　獅恩 ｵｶﾀﾞ ｼｵﾝ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:14

165 1659 青山　航也 ｱｵﾔﾏ ｺｳﾔ 大津市立南郷小学校 滋賀県 0:04:14

166 1511 齋藤　清一郎 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:14

167 1530 髙橋　琉希 ﾀｶﾊｼ ﾙｷ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:14

168 1648 山根　篤也 ﾔﾏﾈ ｱﾂﾔ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:15

169 1547 金本　歩輝 ｶﾈﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:15

170 1507 羽田野　誠大 ﾊﾀﾉ ｾｲﾀ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:16

171 1643 今村　海理 ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾘ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:16

172 1621 大野　秀暁 ｵｵﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:16

173 1546 橋本　悠真 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:18

174 1639 吉田　椋 ﾖｼﾀﾞ ｸﾗ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:19

175 1519 楠本　愛斗 ｸｽﾓﾄ ｱｲﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:19

176 1503 木村　蓮太 ｷﾑﾗ ﾚﾝﾀ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:19

177 1604 西尾　宗一郎 ﾆｼｵ ｿｳｲﾁﾛｳ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:20

178 1544 窪田　友真 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:21

179 1520 山崎　優哩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾘ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:22

180 1645 高日　駿斗 ﾀｶﾋ ﾊﾔﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:22
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181 1615 勝木　駿太 ｶﾂｷ ｼｭﾝﾀ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:23

182 1524 山口　瑛都 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:23

183 1671 一守　響樹 ｲﾁﾓﾘ ﾋﾋﾞｷ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:24

184 1651 伊吹　誠士朗 ｲﾌﾞｷ ｾｲｼﾛｳ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:24

185 1693 滝山　心翔 ﾀｷﾔﾏ ｼﾝﾄ 京都府 0:04:24

186 1563 餅川　澄空 ﾓﾁｶﾜ ｿﾗ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:24

187 1529 中田　哲平 ﾅｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:24

188 1650 山本　伊吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:24

189 1518 大槻　珀 ｵｵﾂｷ ﾊｸ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:26

190 1698 中村　颯介 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ 京都府 0:04:26

191 1571 丹羽　慶悟 ﾆﾜ ｹｲｺﾞ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:04:28

192 1617 石田　敦己 ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:30

193 1695 浅田　大輝 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｷ 京都府 0:04:30

194 1580 郡　駿斗 ｺｵﾘ ｼｭﾝﾄ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:36

195 1502 長山　源一朗 ｵｻﾔﾏ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:39

196 1678 北野　拓真 ｷﾀﾉ ﾀｸﾏ 寺井ジュニア 石川県 0:04:43

197 1641 中村　唯人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:48

198 1680 中村　康亮 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 寺井ジュニア 石川県 0:04:50

199 1642 塚原　楓 ﾂｶﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:51

200 1578 嶋田　康佑 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:05:18

201 1647 中島　把琉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:05:27


