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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】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4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

1 367 村尾　雄己 ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:07

2 283 帰山　侑大 ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 桐生清流中学校 群馬県 0:09:19

3 349 山下　結 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 富雄南中学校 奈良県 0:09:20

4 248 東泉　大河 ﾄｳｾﾝ ﾀｲｶﾞ 栃木県三島中学校 栃木県 0:09:23

5 43 定塚　利心 ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ 中能登中学校 石川県 0:09:27

6 9 倉本　晃羽 ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾊ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:09:28

7 30 友村　輝 ﾄﾓﾑﾗ ﾋｶﾙ 三原第五中学校 広島県 0:09:29

8 55 長屋　匡起 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 雄山中学校 富山県 0:09:29

9 333 黒岩　勇禅 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 越生中学校 埼玉県 0:09:29

10 180 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 船岡中学校 滋賀県 0:09:30

11 31 正畑　圭悟 ｼｮｳﾊﾀ ｹｲｺﾞ 三原第五中学校 広島県 0:09:30

12 255 児島　雄一郎 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 羽ノ浦中学校 徳島県 0:09:30

13 194 鳥井　健太 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:09:32

14 387 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:32

15 6 大村　良紀 ｵｵﾑﾗ ﾖｼｷ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:32

16 220 斎藤　将也 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 大野市陽明中学校 福井県 0:09:32

17 126 伴　遼典 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳｽｹ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:09:33

18 79 山田　修人 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 井村ＲＣ 岡山県 0:09:33

19 27 宮本　陽叶 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 泉川中学校 京都府 0:09:33

20 139 吉中　祐太 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 向洋中学校 山口県 0:09:33

21 29 菅原　昇真 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 三原第五中学校 広島県 0:09:35

22 361 西川　昂希 ﾆｼｶﾜ ｺｳｷ 裾野西中学校 静岡県 0:09:35

23 225 吉田　敬祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 中央中学校 福井県 0:09:35

24 337 松田　拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 裾野市立東中学校 静岡県 0:09:35

25 360 西川　直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 裾野西中学校 静岡県 0:09:36

26 206 吉村　聡介 ﾖｼﾑﾗ ｿｳｽｹ ＴＳＭ 愛知県 0:09:37

27 119 倉橋　慶 ｸﾗﾊｼ ｹｲ 香芝市立香芝東中学校 奈良県 0:09:37

28 262 溜池　一太 ﾀﾒｲｹ ｲｯﾀ 野洲北中学校 滋賀県 0:09:38

29 321 菊地　道登 ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 大江中学校 山形県 0:09:40

30 226 山口　真聖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 武生第二中学校 福井県 0:09:42
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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】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4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

31 363 金高　哲哉 ｷﾝﾀｶ ﾃﾂﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:42

32 140 田中　裕一朗 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:09:42

33 215 日比野　陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:43

34 267 丹治　光太郎 ﾀﾝｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 彦根西中学校 滋賀県 0:09:43

35 80 水野　健太 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀ 静岡吉田ＡＣ 静岡県 0:09:43

36 314 高森　そら ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ 魚津西部中学校 富山県 0:09:44

37 10 福田　直瑛 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｱｷ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:09:44

38 330 野崎　健太朗 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 七尾中学校 石川県 0:09:44

39 56 栁原　颯太 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 雄山中学校 富山県 0:09:44

40 223 黒葛野　瑞希 ﾂﾂﾞﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 園田中学校 兵庫県 0:09:47

41 356 宮村　友也 ﾐﾔﾑﾗ ﾄﾓﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:47

42 342 阿戸　将太朗 ｱﾄﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都御池中学校 京都府 0:09:48

43 8 杉浦　蒼太 ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾀ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:48

44 257 加藤　優弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 羽島中学校 岐阜県 0:09:48

45 254 横佐古　祐斗 ﾖｺｻｺ ﾋﾛﾄ 池田中学校 徳島県 0:09:50

46 165 新海　弘一朗 ｼﾝｶｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 知立中学校 愛知県 0:09:50

47 204 広井　隆寿 ﾋﾛｲ ﾀｶﾋｻ ＴＳＭ 愛知県 0:09:50

48 217 安島　莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:51

49 224 西森　市直 ﾆｼﾓﾘ ｲﾂｷ 園田中学校 兵庫県 0:09:52

50 272 阿部　元飛 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:09:52

51 228 森　和翔 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ 足羽中学校 福井県 0:09:52

52 113 山口　月暉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:09:52

53 303 熊谷　修也 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:09:53

54 306 北野　鉄朗 ｷﾀﾉ ﾃﾂﾛｳ 函館市立桔梗中学校 北海道 0:09:53

55 244 阿知和　優汰 ｱﾁﾜ ﾕｳﾀ 愛知陸上競技協会 愛知県 0:09:54

56 230 山本　晃大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 武生第二中学校 福井県 0:09:54

57 101 仲井　蓮人 ﾅｶｲ ﾚﾝﾄ 羽田中学校 愛知県 0:09:54

58 142 宮出　誠大 ﾐﾔﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:09:54

59 240 柳生　琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ 香川レーシングチーム 香川県 0:09:55

60 247 土赤　本気 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中学校 長野県 0:09:55



3／11

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】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4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 4 柳原　達哉 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:09:55

62 95 近田　陽路 ｺﾝﾀﾞ ﾋﾛ 羽田中学校 愛知県 0:09:56

63 374 米田　勇輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 八木中学校 奈良県 0:09:56

64 324 松野　陸 ﾏﾂﾉ ﾘｸ 七尾中学校 石川県 0:09:57

65 245 中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 赤羽根中学校 愛知県 0:09:57

66 351 大呂　青葉 ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ 鳥取県 0:09:58

67 216 髙木　崚平 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 西濃クラブ 岐阜県 0:09:58

68 352 髙倉　侃斗 ﾀｶｸﾗ ｶﾝﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:09:59

69 284 本島　尚緒 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中学校 長野県 0:09:59

70 269 武江　淳樹 ﾀｹｴ ｱﾂｷ 牧中学校 新潟県 0:09:59

71 16 新田　涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:09:59

72 82 松田　幸大 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 芳泉中学校 岡山県 0:10:00

73 58 山本　皐斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 雄山中学校 富山県 0:10:01

74 285 益山　颯琉 ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 遠山中学校 長野県 0:10:01

75 250 荒井　裕太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:02

76 207 平井　翼 ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ ＴＳＭ 愛知県 0:10:02

77 317 濱野　捷多 ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 千代台陸上スクール 北海道 0:10:03

78 111 太田　駿 ｵｵﾀ ｼｭﾝ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:10:03

79 282 中野　裕太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 彦根市立中央中学校 滋賀県 0:10:04

80 304 高谷　夢樹 ﾀｶﾔ ﾕﾒｷ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:10:04

81 76 嘉良戸　翔太 ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:05

82 305 福井　陽仁 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 七飯町立七飯中学校 北海道 0:10:05

83 281 尾島　大輝 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京産大附属中学校 京都府 0:10:05

84 84 田中　視陽 ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 芳泉中学校 岡山県 0:10:05

85 70 柳瀬　瑛叶 ﾔﾅｾ ｴｲﾄ 大沢野中学校 富山県 0:10:05

86 388 市川　侑生 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 枚方第二中学校 大阪府 0:10:06

87 373 古井　達輝 ﾌﾙｲ ﾀﾂｷ 江陽中学校 京都府 0:10:06

88 350 平井　迅 ﾋﾗｲ ｼﾞﾝ チームピーマン 京都府 0:10:06

89 393 森山　摩周 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｼｭｳ 今帰仁中学校 沖縄県 0:10:06

90 74 八木　宏樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:06
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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】 中学生男子 3Km（ﾀｲﾑﾚｰｽ4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 78 山口　倫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:06

92 11 篠﨑　大地 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:06

93 64 新家　蒼吾 ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ 茨木西中学校 大阪府 0:10:06

94 12 芝田　翼 ｼﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:08

95 344 大東　賢司 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 伊丹市立東中学校 兵庫県 0:10:09

96 5 鈴木　怜 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:09

97 251 加藤　勝己 ｶﾄｳ ｼｮｳｷ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:10:10

98 60 勝　琉斗 ｶﾂ ﾘｭｳﾄ 茨木西中学校 大阪府 0:10:11

99 229 細田　峰生 ﾎｿﾀﾞ ﾎｳｾｲ 足羽第一中学校 福井県 0:10:11

100 234 加藤　蒼翔 ｶﾄｳ ｱｵﾄ 中央中学校 福井県 0:10:11

101 133 北村　太一 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲﾁ 米原中学校 滋賀県 0:10:11

102 222 山内　彬徳 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾉﾘ 大野市陽明中学校 福井県 0:10:12

103 73 八百原　隼大 ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:12

104 17 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾑ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:12

105 348 山田　彪斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ 日進西中学校 愛知県 0:10:12

106 14 平田　凛太朗 ﾋﾗﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:12

107 66 藤居　嵐 ﾌｼﾞｲ ｱﾗｼ 茨木西中学校 大阪府 0:10:12

108 379 對中　天晟 ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:10:12

109 235 前田　透海 ﾏｴﾀﾞ ﾄｱ 中央中学校 福井県 0:10:12

110 259 高木　丈太朗 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 羽島中学校 岐阜県 0:10:12

111 13 新開　翔太 ｼﾝｶｲ ｼｮｳﾀ 鈴鹿市立白子中学校 三重県 0:10:13

112 227 水上　流輝亜 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｷｱ 武生第二中学校 福井県 0:10:14

113 375 佐々木　祐弥 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:14

114 353 小林　想 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 智頭中学校 鳥取県 0:10:15

115 117 東田　大輝 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:15

116 149 井詰　陽心 ｲﾂﾞﾒ ﾖｳｼﾝ 大住中学校 京都府 0:10:16

117 153 岡部　祥悟 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東大寺学園中学校 奈良県 0:10:17

118 75 大西　柊太朗 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:17

119 307 栗本　航希 ｸﾘﾓﾄ ｺｳｷ 羽島中学校 岐阜県 0:10:17

120 141 寄田　季臣 ｷﾀﾞ ﾄｷｵﾐ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:18
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121 392 堂本　稜 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾘｮｳ 横浜市立中山中学校 神奈川県 0:10:18

122 120 山﨑　尊琉 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾙ 聖徳中学校 滋賀県 0:10:18

123 315 纓坂　倭人 ｵｻﾞｶ ﾔﾏﾄ 魚津東部中学校 富山県 0:10:19

124 93 川村　寛太 ｶﾜﾑﾗ ｶﾝﾀ 羽田中学校 愛知県 0:10:19

125 92 柳原　裕次郎 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 羽田中学校 愛知県 0:10:19

126 370 眞田　樹心 ｻﾅﾀﾞ ｷｼﾝ 高浜中学校 愛知県 0:10:19

127 347 東野　泰成 ﾋｶﾞｼﾉ ﾔｽﾅﾘ 大阪市立蒲生中学校 大阪府 0:10:19

128 274 今泉　雄樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:20

129 186 尾崎　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:20

130 327 新野　琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ 七尾中学校 石川県 0:10:20

131 238 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:21

132 325 山本　陽輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 七尾中学校 石川県 0:10:21

133 279 東野　博人 ﾋｶﾞｼﾉ ﾋﾛﾋﾄ 麗澤瑞浪中学校 岐阜県 0:10:21

134 266 溝口　銀二 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｷﾞﾝｼﾞ 菰野中学校 三重県 0:10:22

135 261 塩谷　知己 ｴﾝﾔ ｻﾄｷ 羽島中学校 岐阜県 0:10:22

136 233 籠谷　峻太郎 ｶｺﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 武生第二中学校 福井県 0:10:22

137 371 乾　遥斗 ｲﾇｲ ﾊﾙﾄ 伊丹南中学校 兵庫県 0:10:22

138 311 豊島　寛規 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 羽島中学校 岐阜県 0:10:23

139 213 ストウ　ナオキ ｽﾄｳ ﾅｵｷ 西濃クラブ 岐阜県 0:10:23

140 308 織橋　巧 ｵﾘﾊｼ ﾀｸﾐ 羽島中学校 岐阜県 0:10:23

141 340 佐藤　匡隼 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾔ 府中市立府中第二中学校 東京都 0:10:23

142 386 新谷　遼平 ｼﾝﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:23

143 290 澤田　航歩 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 高岡市立福岡中学校 富山県 0:10:24

144 362 村山　佳駿 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:25

145 239 堀田　匠和 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:25

146 185 竹田　大輔 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:25

147 1 右遠　大輝 ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 高陽中学校 岡山県 0:10:26

148 7 新間　圭 ｼﾝﾏ ｹｲ 浜松市立北浜中学校 静岡県 0:10:26

149 32 川井　陸久斗 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 三原第五中学校 広島県 0:10:26

150 253 安村　一真 ﾔｽﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 茨木市立太田中学校 大阪府 0:10:27
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151 94 伊藤　勇士 ｲﾄｳ ﾕｳｼ 羽田中学校 愛知県 0:10:27

152 293 谷城　勇気 ﾀﾆｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:10:28

153 151 岸本　来夏 ｷｼﾓﾄ ﾗｲｶ 今帰仁中学校 沖縄県 0:10:28

154 278 森田　澪耀 ﾓﾘﾀ ﾚｲｱ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:29

155 292 福山　築 ﾌｸﾔﾏ ｷｽﾞｸ 京都府 0:10:29

156 2 河本　篤哉 ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 高陽中学校 岡山県 0:10:29

157 35 田坂　蒼生 ﾀｻｶ ｱｵｲ 三原第五中学校 広島県 0:10:29

158 232 山形　一誠 ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 灯明寺中学校 福井県 0:10:30

159 201 国本　丈司 ｸﾆﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:10:31

160 26 石原　葵志 ｲｼﾊﾗ ｱｵｼ 富山市立南部中学校 富山県 0:10:31

161 34 原田　寛尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 三原第五中学校 広島県 0:10:31

162 242 上畑　陸 ｳｴﾊﾀ ﾘｸ ＵＡＣ 和歌山県 0:10:32

163 81 菅野　雅史 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 芳泉中学校 岡山県 0:10:32

164 339 関野　大空 ｾｷﾉ ｿﾗ 裾野市立東中学校 静岡県 0:10:32

165 264 竹花　翔太 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田市立丸子中学校 長野県 0:10:32

166 59 山本　要 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾒ 雄山中学校 富山県 0:10:32

167 112 村田　麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:10:32

168 389 廣瀬　朔太郎 ﾋﾛｾ ｻｸﾀﾛｳ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:33

169 18 德川　新之助 ﾄｸｶﾞﾜ ﾄｸｶﾞﾜ 高山市立日枝中学校 岐阜県 0:10:34

170 88 嘉数　大雅 ｶｽｳ ﾀｲｶﾞ 芳泉中学校 岡山県 0:10:34

171 208 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ ＴＳＭ 愛知県 0:10:34

172 160 徳村　智成 ﾄｸﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 日吉中学校 滋賀県 0:10:34

173 372 西山　晴翔 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 伊丹南中学校 兵庫県 0:10:35

174 57 山本　直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 雄山中学校 富山県 0:10:35

175 231 高橋　拓夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 春江中学校 福井県 0:10:35

176 69 橋本　崇人 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾄ 大沢野中学校 富山県 0:10:35

177 323 坂元　南紬太 ｻｶﾓﾄ ﾅﾕﾀ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:10:36

178 345 中野　大夢 ﾅｶﾉ ﾋﾕｳ 守山市立守山中学校 滋賀県 0:10:36

179 136 喜田　悠友 ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 米原中学校 滋賀県 0:10:37

180 184 石黒　太地 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲﾁ Ａｔｈｌｅｔｅ　ｃｌｕｂ　ＴＡＫＡＳＵ愛知県 0:10:37
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181 183 西尾　康介 ﾆｼｵ ｺｳｽｹ 水口東中学校 滋賀県 0:10:37

182 144 井坂　涼太郎 ｲｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:37

183 354 岡田　空琉 ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 智頭中学校 鳥取県 0:10:37

184 50 中田　晴斗 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 雄山中学校 富山県 0:10:38

185 295 山口　東輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:10:38

186 121 狩野　貴行 ｶﾉ ﾀｶﾕｷ 聖徳中学校 滋賀県 0:10:39

187 15 宮本　祥吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 氷見市立北部中学校 富山県 0:10:39

188 195 角谷　和磨 ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 泉大津市立誠風中学校 大阪府 0:10:39

189 145 宮村　駿輔 ﾐﾔﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:10:39

190 143 奈良　脩介 ﾅﾗ ｼｭｳｽｹ 泉大津市立東陽中学校 大阪府 0:10:39

191 65 西辻　莞悟 ﾆｼﾂｼﾞ ｲｵﾘ 茨木西中学校 大阪府 0:10:39

192 380 岡田　佳悟 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:10:40

193 287 小池　莉希 ｺｲｹ ﾘｷ 高陵中学校 長野県 0:10:40

194 87 吉田　匠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

195 147 新木　淳太 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:10:41

196 83 長﨑　陽生 ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾙｷ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

197 90 草刈　飛源 ｸｻｶﾘ ﾋｹﾞﾝ 芳泉中学校 岡山県 0:10:41

198 236 渋谷　大和 ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野県 0:10:42

199 369 森田　えん ﾓﾘﾀ ｴﾝ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:42

200 115 若松　寛大 ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:42

201 77 片山　蒼大 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:42

202 271 髙橋　優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:42

203 241 柴崎　幹也 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 山形県 0:10:43

204 277 前田　祥吾 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:43

205 276 大澤　昇悟 ｵｵｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 石川県野々市市立布水中学校 石川県 0:10:43

206 322 向島　央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 清水第一中学校 静岡県 0:10:43

207 355 松井　七星 ﾏﾂｲ ﾅﾅｾｲ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:44

208 326 多嶋　結太 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 七尾中学校 石川県 0:10:45

209 221 野口　滉仁 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 大野市陽明中学校 福井県 0:10:46

210 328 白井　新大 ｼﾗｲ ｱﾗﾀ 七尾中学校 石川県 0:10:46
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211 391 宮田　桜爾 ﾐﾔﾀ ｵｳｼﾞ 京都市立桂川中学 京都府 0:10:46

212 331 豊島　楓也 ﾄﾖｼﾏ ﾌｳﾔ 七尾中学校 石川県 0:10:46

213 275 丹泰　大輝 ﾀﾝﾀｲ ﾀﾞｲｷ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:10:47

214 134 佃　勇亮 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 米原中学校 滋賀県 0:10:47

215 168 都築　颯太 ﾂﾂﾞｷ ｿｳﾀ 城山中学校 滋賀県 0:10:47

216 61 近藤　恭志郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｼﾛｳ 茨木西中学校 大阪府 0:10:48

217 156 河合　陸利 ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 東大寺学園中学 奈良県 0:10:48

218 319 岡田　大樹 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:10:49

219 21 志田　岬大 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:10:49

220 343 中嶋　亮太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:10:51

221 135 西村　将 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 米原中学校 滋賀県 0:10:51

222 286 羽生　大起 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 高陵中学校 長野県 0:10:52

223 127 田中　将玖 ﾀﾅｶ ｼｮｳｸ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:10:52

224 365 永藤　海斗 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:53

225 357 表　紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:53

226 71 石井　翔 ｲｼｲ ｶｹﾙ 井村ＲＣ 岡山県 0:10:55

227 89 吉冨　陽太 ﾖｼﾄﾐ ﾋﾅﾀ 芳泉中学校 岡山県 0:10:55

228 166 杉浦　晴人 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ 知立中学校 愛知県 0:10:55

229 158 坂元　一耀 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 東大寺学園中学 奈良県 0:10:56

230 346 谷　尚紀 ﾀﾆ ﾅｵｷ 大阪府 0:10:56

231 359 熊本　拓海 ｸﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:58

232 366 小林　大羽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾊ 京都市立桂中学校 京都府 0:10:59

233 205 編笠屋　有希 ｱﾐｶﾞｻﾔ ﾕｳｷ ＴＳＭ 愛知県 0:10:59

234 118 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:10:59

235 265 大神　健太 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 上田市立丸子中学校 長野県 0:11:00

236 214 小川　大智 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:00

237 163 中西　柊樹 ﾅｶﾆｼ ｼｭｳｷ 日吉中学校 滋賀県 0:11:00

238 173 北川　銀次郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 八条中学校 京都府 0:11:01

239 258 谷口　雄汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 羽島中学校 岐阜県 0:11:01

240 289 山田　隼輔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中学校 長野県 0:11:01
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241 46 西村　光稀 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 中能登中学校 石川県 0:11:02

242 187 小山　凌成 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 和田中学校 京都府 0:11:02

243 171 玉野　篤輝 ﾀﾏﾉ ｱﾂｷ 池田中学校 大阪府 0:11:02

244 270 小島　健士朗 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾛｳ みどり市立笠懸南中学校 群馬県 0:11:02

245 181 小西　梢太 ｺﾆｼ ｿｳﾀ 船岡中学校 滋賀県 0:11:02

246 104 鈴木　佑絃 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 米原市立双葉中学校 滋賀県 0:11:02

247 368 梅田　一陽 ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾔ 京都市立桂中学校 京都府 0:11:03

248 154 鎗居　憲正 ﾔﾘｲ ｹﾝｾｲ 東大寺学園中学 奈良県 0:11:04

249 25 立花　行陽 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳﾖｳ 富山市立南部中学校 富山県 0:11:05

250 63 中嶋　流人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 茨木西中学校 大阪府 0:11:06

251 182 髙橋　拳太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 葉山中学校 滋賀県 0:11:06

252 246 小久保　蒼大 ｺｸﾎﾞ ｿｳﾀ 愛知陸上競技協会 愛知県 0:11:07

253 377 河藤　啓悟 ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:07

254 384 加賀田　理元 ｶｶﾞﾀ ﾘﾁｶ 智頭中学校 鳥取県 0:11:07

255 161 石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 日吉中学校 滋賀県 0:11:08

256 51 藤井　悠生 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 雄山中学校 富山県 0:11:09

257 291 大田　真優 ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ 城山中学校 富山県 0:11:11

258 268 中山　源己 ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 城山中学校 富山県 0:11:11

259 218 今井　亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 立命館守山中学校 滋賀県 0:11:13

260 138 角田　大心 ｽﾐﾀﾞ ﾀｲｼﾝ 米原中学校 滋賀県 0:11:13

261 364 土井　琉遠 ﾄﾞｲ ﾘｵﾝ 花山中学校 京都府 0:11:13

262 210 林　壱成 ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ ＴＳＭ 愛知県 0:11:14

263 86 原田　樹 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂｷ 芳泉中学校 岡山県 0:11:15

264 157 大庭　直也 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 東大寺学園中学 奈良県 0:11:15

265 252 宮下　尚次朗 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 京都市立岡崎中学校 京都府 0:11:15

266 36 中野　瑞穂 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞﾎ 三原第五中学校 広島県 0:11:15

267 102 荒津　陽大 ｱﾗﾂ ﾖｳﾀ 羽田中学校 愛知県 0:11:16

268 108 服部　志雄 ﾊｯﾄﾘ ｼﾕｳ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:16

269 47 田幡　有海 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾙﾐ 中能登中学校 石川県 0:11:16

270 341 安田　侑弥 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 大阪市立蒲生中学校 大阪府 0:11:16
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271 52 藤畑　聡汰 ﾌｼﾞﾊﾀ ｿｳﾀ 雄山中学校 富山県 0:11:17

272 128 北谷　大翔 ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛﾄ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:18

273 256 竹内　暖 ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 立科中学校 長野県 0:11:19

274 309 上間　康世 ｼﾞｮｳﾏ ｺｳｾ 羽島中学校 岐阜県 0:11:20

275 288 梅原　悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中学校 長野県 0:11:20

276 209 林　凌楽 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ ＴＳＭ 愛知県 0:11:20

277 179 山田　健心 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 船岡中学校 滋賀県 0:11:21

278 28 佐脇　範英 ｻﾜｷ ﾊﾝｴｲ 泉川中学校 京都府 0:11:22

279 123 西川　洸志 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼ 聖徳中学校 滋賀県 0:11:22

280 132 藤谷　岳瑠 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:22

281 103 浪崎　友嘉 ﾅﾐｻｷ ﾄﾓﾖｼ 羽田中学校 愛知県 0:11:23

282 41 菅原　卓真 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 三原第五中学校 広島県 0:11:23

283 105 金田　樹生 ｶﾈﾀﾞ ｲﾂｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:24

284 137 川畑　瑠斗 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 米原中学校 滋賀県 0:11:26

285 212 須藤　晃平 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 西濃クラブ 岐阜県 0:11:27

286 382 塩見　颯良 ｼｵﾐ ｿﾗ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:27

287 122 稲葉　良雅 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 聖徳中学校 滋賀県 0:11:27

288 383 三木　悠也 ﾐｷ ﾕｳﾔ 岡山市立操南中学校 岡山県 0:11:28

289 280 早瀬　智一 ﾊﾔｾ ﾄﾓｶｽﾞ 城山中学校 富山県 0:11:29

290 146 伏木　朱羅 ﾌｼｷ ｼｭﾗ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:11:29

291 260 岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 羽島中学校 岐阜県 0:11:29

292 45 山本　航也 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 中能登中学校 石川県 0:11:30

293 385 大山　裕太 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 京都市立桂川中学校 京都府 0:11:30

294 211 上村　空夢 ｶﾐﾑﾗ ｿﾗﾑ ＴＳＭ 愛知県 0:11:32

295 167 徳野　眞大 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 城山中学校 滋賀県 0:11:33

296 320 小坂　春希 ｺｻｶ ﾊﾙｷ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:36

297 310 奥田　祐一郎 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 羽島中学校 岐阜県 0:11:36

298 20 佐久間　一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山市立南部中学校 富山県 0:11:36

299 85 横田　昂弥 ﾖｺﾀ ｺｳﾔ 芳泉中学校 岡山県 0:11:38

300 301 伊藤　世偲 ｲﾄｳ ﾖｼﾉ 新宿区立新宿西戸山中学校 東京都 0:11:38
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301 106 小林　元気 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:11:39

302 202 脇田　尚季 ﾜｷﾀ ﾅｵｷ 比叡山中学校 滋賀県 0:11:40

303 49 滝川　芭也人 ﾀｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 雄山中学校 富山県 0:11:41

304 318 住矢　晴亮 ｽﾐﾔ ﾊﾙｽｹ 岡山市立福南中学校 岡山県 0:11:43

305 48 泉野　慶成 ｲｽﾞﾐﾉ ｹｲｾｲ 雄山中学校 富山県 0:11:44

306 42 岡野　亘稀 ｵｶﾉ ｺｳｷ 三原第五中学校 広島県 0:11:46

307 148 朝日　柊 ｱｻﾋ ｼｭｳ 長浜市立北中学校 滋賀県 0:11:46

308 172 山岡　良 ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳ 八条中学校 京都府 0:11:46

309 130 中西　秀幸 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:11:47

310 174 西村　京 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳ 八条中学校 京都府 0:11:48

311 376 川西　直人 ｶﾜﾆｼ ﾅｵﾄ 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都府 0:11:49

312 54 東﨑　健斗 ﾄｳｻﾞｷ ｹﾝﾄ 雄山中学校 富山県 0:11:51

313 336 飯沼　達輝 ｲｲﾇﾏ ﾀﾂｷ 神戸中学校 岐阜県 0:11:56

314 116 谷　和輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:11:58

315 155 小田切　悠采 ｵﾀﾞｷﾘ ﾕｳﾄ 東大寺学園中学校 奈良県 0:11:59

316 162 北村　健斗 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 日吉中学校 滋賀県 0:12:03

317 170 佐藤　史弥 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 池田中学校 大阪府 0:12:04

318 175 藤田　大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ 八条中学校 京都府 0:12:05

319 178 西田　文哉 ﾆｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 船岡中学校 滋賀県 0:12:05

320 62 田上　桜史郎 ﾀｶﾞﾐ ｵｳｼﾛｳ 茨木西中学校 大阪府 0:12:07

321 124 中根　健太 ﾅｶﾈ ｹﾝﾀ 聖徳中学校 滋賀県 0:12:10

322 107 七里　栄則 ｼﾁﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:12:14

323 19 川倉　伊尊 ｶﾜｸﾗ ｲﾀｶ 富山市立南部中学校 富山県 0:12:14

324 23 桃井　大成 ﾓﾓﾉｲ ﾀｲｾｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:12:20

325 190 一水　和樹 ｲﾁﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 和田中学校 京都府 0:12:23

326 129 周防　拓磨 ｽｵｳ ﾀｸﾏ 甲賀市立水口中学校 滋賀県 0:12:35

327 191 清田　愛樹 ｷﾖﾀ ｱｲｷ 和田中学校 京都府 0:12:55

328 176 中村　一輝 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 八条中学校 京都府 0:13:09

329 109 松岡　海希 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 長浜市立湖北中学校 滋賀県 0:13:10

330 219 関本　匡太 ｾｷﾓﾄ ｷｮｳﾀ 立命館守山中学校 滋賀県 0:13:32

331 125 小池　海理 ｺｲｹ ｶｲﾘ 聖徳中学校 滋賀県 0:13:35

332 24 黒崎　陽平 ｸﾛｻｷ ﾖｳﾍｲ 富山市立南部中学校 富山県 0:13:43

333 22 松原　弘道 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾄﾞｳ 富山市立南部中学校 富山県 0:14:05

334 193 長﨑　睦也 ﾅｶﾞｻｷ ﾑﾂﾔ 和田中学校 京都府 0:14:05

335 192 齋藤　涼祐 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 和田中学校 京都府 0:15:11


