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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】 小学生女子 1Km 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 1823 中島　光流 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ＳＡＳＡＫＩ　ＡＣ 京都府 0:03:19

2 1876 上野　真由 ｳｴﾉ ﾏﾕ 砺波東部小学校 富山県 0:03:23

3 1881 岸本　美咲 ｷｼﾓﾄ ﾐｻｷ 本能クラブ 京都府 0:03:23

4 1815 二井内　希実香 ﾆｲｳﾁ ｷﾐｶ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:23

5 1886 松岡　さくら ﾏﾂｵｶ ｻｸﾗ 中条小学校 石川県 0:03:24

6 1879 森谷　心美 ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾐ 葉山小学校 滋賀県 0:03:24

7 1910 鈴木　悠希 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:25

8 1816 辻　麻央 ﾂｼﾞ ﾏﾋﾛ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:27

9 1893 河口　仁美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:29

10 1885 肥後　彩羽 ﾋｺﾞ ｲﾛﾊ 瀬田南小学校 滋賀県 0:03:29

11 1894 本村　瞳 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:30

12 1919 杉本　ななか ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:32

13 1836 大島　侑真 ｵｵｼﾏ ﾕﾏ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:33

14 1911 柴田　春菜 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:34

15 1853 白糸　藍里 ｼﾗｲﾄ ｱｲﾘ チーム橋本 京都府 0:03:35

16 1884 市原　利美 ｲﾁﾊﾗ ﾘﾐ 西陣中央小学校 京都府 0:03:35

17 1918 辻野　早香 ﾂｼﾞﾉ ﾊﾔｶ 三雲小学校 滋賀県 0:03:35

18 1877 成澤　あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:37

19 1856 竝川　歩乃果 ﾅﾐｶﾜ ﾎﾉｶ チーム橋本 京都府 0:03:38

20 1892 任田　玲実 ﾄｳﾀﾞ ﾚﾐ 物見山ジュニア 石川県 0:03:38

21 1880 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:38

22 1805 細川　心優 ﾎｿｶﾜ ﾐﾕｳ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:39

23 1817 植田　萌音 ｳｴﾀﾞ ﾓﾈ 京都レジェンドＡＣ 京都府 0:03:39

24 1863 山中　彩愛 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:40

25 1905 大山　青夏 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 桂東ランナーズ 京都府 0:03:41

26 1888 小松　真優 ｺﾏﾂ ﾏﾕ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:41

27 1917 亀屋　今莉 ｶﾒﾔ ｲﾏﾘ ＥＴジュニア 山形県 0:03:41

28 1837 神谷　優花 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:42

29 1829 中島　純鈴 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:45

30 1906 片桐　小春 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:46
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31 1854 村上　唯華 ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｶ チーム橋本 京都府 0:03:47

32 1920 岩瀬　かれん ｲﾜｾ ｶﾚﾝ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:47

33 1855 村上　柚香 ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｶ チーム橋本 京都府 0:03:47

34 1828 山口　華穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:48

35 1865 内田　芽依 ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:49

36 1869 嵩谷　友里 ﾀﾞｹﾔ ﾕﾘ アスリートキッズ 滋賀県 0:03:49

37 1924 太田　愛彩 ｵｵﾀ ｱｲ 物見山ジュニア 石川県 0:03:50

38 1864 中部　静 ﾅｶﾍﾞ ｼｽﾞｶ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:03:50

39 1838 木場田　萌優 ｺﾊﾞﾀ ﾓﾕ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:51

40 1891 浅田　樹莉明 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 物見山ジュニア 石川県 0:03:51

41 1912 藤原　杏樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾝｼﾞｭ 岡崎ＲＣ 京都府 0:03:51

42 1922 森　心花 ﾓﾘ ｺｺﾅ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:51

43 1900 中嶌　寧々花 ﾅｶｼﾞﾏ ﾈﾈｶ 物見山ジュニア 石川県 0:03:51

44 1861 小島　新湖 ｺｼﾞﾏ ﾆｺ チーム橋本 京都府 0:03:51

45 1878 下村　悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越ＪＳＣ 長野県 0:03:52

46 1832 野々口　穂風 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾎﾉｶ あかしや陸上クラブ 京都府 0:03:54

47 1811 山本　真由 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:03:54

48 1887 小松　愛優 ｺﾏﾂ ｱﾕ 瀬田小学校 滋賀県 0:03:54

49 1839 田中　音羽 ﾀﾅｶ ｵﾄﾊ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:03:55

50 1807 中川　花菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅ 大原野陸上クラブ 京都府 0:03:56

51 1847 和田　芽依 ﾜﾀﾞ ﾒｲ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:03:56

52 1819 中川　彩来 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾘ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:03:57

53 1862 平石　彩芽 ﾋﾗｲｼ ｱﾔﾒ チーム橋本 京都府 0:03:57

54 1883 作田　優奈 ｻｸﾀ ﾕﾅ 栗東陸上教室 滋賀県 0:03:58

55 1831 松井　唯 ﾏﾂｲ ﾕｲ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:03:58

56 1803 西村　友里 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:03:58

57 1825 若松　来実 ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ ＫＹ鳥取 鳥取県 0:03:59

58 1827 千田　恵冬 ｾﾝﾀﾞ ｹｲﾄ Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 滋賀県 0:03:59

59 1907 鈴木　ひかり ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根中沢ＲＣ 長野県 0:03:59

60 1899 濱口　柚子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 物見山ジュニア 石川県 0:03:59
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61 1914 野本　綾花 ﾉﾓﾄ ｱﾔｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:00

62 1903 伊藤　さつき ｲﾄｳ ｻﾂｷ 大津市立瀬田東小学校 滋賀県 0:04:00

63 1915 加藤　琴音 ｶﾄｳ ｺﾄﾈ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:00

64 1867 渡邊　柚安 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱﾝ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:00

65 1857 葛原　芽夏 ｸｽﾞﾊﾗ ﾒｲﾅ チーム橋本 京都府 0:04:02

66 1833 太田　泉 ｵｵﾀ ｲｽﾞﾐ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:04

67 1848 楠　奈那 ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:04

68 1882 小林　心桜 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 京都府 0:04:05

69 1916 杉原　由芽 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕﾒ 城山ＡＣ 石川県 0:04:05

70 1808 幡　麻衣亜 ﾊﾀ ﾏｲｱ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:06

71 1859 冨上　果夢 ﾄｶﾞﾐ ｶﾉﾝ チーム橋本 京都府 0:04:06

72 1858 青　祐里奈 ｱｵ ﾕﾘﾅ チーム橋本 京都府 0:04:06

73 1846 近成　南和花 ﾁｶﾅﾘ ﾅﾅﾊ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:06

74 1835 寺西　香春 ﾃﾗﾆｼ ｺﾊﾙ あかしや陸上クラブ 京都府 0:04:07

75 1872 片又　乙萌 ｶﾀﾏﾀ ｲﾂﾞﾓ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:07

76 1866 山中　香乃 ﾔﾏﾅｶ ｶﾉ 甲賀ＪＡＣ 滋賀県 0:04:07

77 1818 定塚　香心 ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｺ 鹿島ＡＣ 石川県 0:04:08

78 1842 玉川　朋茄 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:08

79 1840 片矢　結菜 ｶﾀﾔ ﾕｲﾅ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:08

80 1810 山口　深俐亜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾘｱ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:11

81 1889 森山　亜衣 ﾓﾘﾔﾏ ｱｲ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:11

82 1870 矢田　雅 ﾔﾀ ﾐﾔﾋﾞ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:12

83 1913 高　遥香 ｺｳ ﾊﾙｶ 岡崎ＲＣ 京都府 0:04:12

84 1871 霜越　優日 ｼﾓｺｼ ﾕｳﾋ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:13

85 1921 藤本　遥愛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｱ 野洲市立中主小学校 滋賀県 0:04:13

86 1898 鬼頭　明沙 ｷﾄｳ ｱｽﾅ 物見山ジュニア 石川県 0:04:15

87 1809 三好　小愛 ﾐﾖｼ ｻｱﾔ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:16

88 1821 岡村　綾音 ｵｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:16

89 1851 西尾　さらら ﾆｼｵ ｻﾗﾗ 湖南市陸上教室 滋賀県 0:04:16

90 1806 松尾　桜子 ﾏﾂｵ ｵｵｺ 大原野陸上クラブ 京都府 0:04:17
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91 1873 佐伯　寧音 ｻｴｷ ﾈﾈ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:17

92 1801 池野　心結 ｲｹﾉ ﾐﾕ 二条城北Ｔ＆Ｆ 京都府 0:04:18

93 1860 高岡　清夏 ﾀｶｵｶ ｻﾔｶ チーム橋本 京都府 0:04:18

94 1849 中村　真希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:18

95 1904 今岡　真愛 ｲﾏｵｶ ﾐﾉﾘ 富永小学校 滋賀県 0:04:20

96 1841 間柴　一花 ﾏｼﾊﾞ ｲﾁｶ ウィンドラン陸上クラブ 滋賀県 0:04:20

97 1890 川畑　穂栞 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾎﾉｶ 栗東陸上教室 滋賀県 0:04:21

98 1830 佐々木　結加 ｻｻｷ ﾕｶ 滋賀レイクスターズ 滋賀県 0:04:22

99 1844 篠原　美樹 ｼﾉﾊﾗ ﾐｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:23

100 1901 穴田　美慧 ｱﾅﾀﾞ ﾐｻﾄ 物見山ジュニア 石川県 0:04:23

101 1895 澤田　ひすい ｻﾜﾀﾞ ﾋｽｲ 物見山ジュニア 石川県 0:04:25

102 1874 中西　夏海 ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ アスリートキッズ 滋賀県 0:04:25

103 1812 梅永　羽音 ｳﾒﾅｶﾞ ﾊｵﾄ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:26

104 1813 林　咲穂 ﾊﾔｼ ｻﾎ あけとみ陸上クラブ 滋賀県 0:04:28

105 1896 安中　梨里子 ﾔｽﾅｶ ﾘﾘｺ 寺井ジュニア 石川県 0:04:29

106 1875 松尾　美伊 ﾏﾂｵ ﾐｲ 松尾小学校 京都府 0:04:31

107 1822 西出　雪妃奈 ﾆｼﾃﾞ ﾕｷﾅ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:04:31

108 1852 西尾　あかね ﾆｼｵ ｱｶﾈ 湖南市陸上教室 滋賀県 0:04:42

109 1850 奥村　美湖 ｵｸﾑﾗ ﾐｺ 草津ＪＡＣ 滋賀県 0:04:49

110 1845 黄瀬　葵生 ｷｾ ｱｵｲ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:57

111 1843 中切　響紀 ﾅｶｷﾞﾘ ﾋﾋﾞｷ 信楽陸上スポーツ少年団 滋賀県 0:04:57

112 1820 上仲　南帆 ｳｴﾅｶ ﾐﾅﾎ 河西陸上クラブ 滋賀県 0:05:14

113 1897 増田　亜沙 ﾏｽﾀﾞ ｱｻ 寺井ジュニア 石川県 0:05:16


