
BIWAKOクロカン２０２０

第５回全国中学生クロスカントリー選手権大会

主催：日本陸上競技連盟、滋賀県、滋賀県教育委員会、

　　　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：2020年2月9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

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】 中学　男子　３km

●フィニッシュ

順位 №ｶｰﾄﾞ 名前 フリガナ 都道府県 所属 記録 備考

1 393 長嶋　幸宝 ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ 兵庫 加古川市立氷丘中 0:09:27

2 7 清水　寛太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 福岡 行橋市立中京中 0:09:27

3 9 杉浦　柊人 ｽｷﾞｳﾗ ｼｭｳﾄ 静岡 吉田町立吉田中 0:09:31

4 4 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 京都 京都市立桂中 0:09:35

5 12 本間　颯 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ 北海道 士別市立士別中 0:09:38

6 1 倉本　晃羽 ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾊ 三重 鈴鹿市立白子中 0:09:40

7 16 長屋　匡起 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 富山 雄山中 0:09:40

8 10 安原　海晴 ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ 滋賀 東近江市立船岡中 0:09:41

9 6 馬場　大翔 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾄ 静岡 御殿場中 0:09:42

10 25 中條　隆太 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀ 石川 金沢市立兼六中 0:09:42

11 18 定塚　利心 ｼﾞｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ 石川 中能登中 0:09:42

12 37 辻本　桜寿 ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｳｼﾞｭ 静岡 浜松開誠館中 0:09:45

13 11 近森　遥斗 ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 奈良 橿原市立畝傍中 0:09:45

14 38 杉浦　蒼太 ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾀ 静岡 浜松市立北浜中 0:09:49

15 46 山口　竣平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 石川 津幡町立津幡南中 0:09:49

16 5 松井　寛翔 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 愛知 豊田市立逢妻中 0:09:49

17 39 福田　直瑛 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｱｷ 三重 鈴鹿市立白子中 0:09:51

18 8 工藤　信太朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 岩手 八幡平市立西根中 0:09:52

19 43 青木　丈侑 ｱｵｷ ｼﾞｮｳ 三重 Ｊ＆Ｅ久居 0:09:52

20 35 森　和翔 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ 福井 足羽中 0:09:53

21 102 織橋　巧 ｵﾘﾊｼ ﾀｸﾐ 岐阜 0:09:54

22 30 柳生　琥珀 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾊｸ 香川 香川レーシングチーム 0:09:54

23 263 正畑　竜悟 ｼｮｳﾊﾀ ﾘｭｳｺﾞ 広島 三原市立第五中 0:09:55

24 223 加藤　優弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 岐阜 0:09:56

25 56 大島　拓人 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 埼玉 川口市立南中 0:09:58

26 17 水野　健太 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀ 静岡 吉田町立吉田中 0:09:58

27 76 遠藤　大成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 千葉 千葉県野田市立岩名中 0:09:59

28 22 日比　健仁 ﾋﾋﾞ ｹﾝﾄ 岐阜 大垣市立江並中 0:09:59

29 661 野崎　健太朗 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 石川 七尾市立七尾中 0:09:59

30 27 日比野　陸 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 岐阜 大垣市立興文中 0:10:00

31 55 鈴木　千翔 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 三重 三重県立久保中 0:10:00

32 86 千葉　仁人 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ 静岡 静岡県小山町立須走中 0:10:00

33 20 柘植　貫太 ﾂｹﾞ ｶﾝﾀ 静岡 浜松市立細江中 0:10:00

34 91 山中　航太 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾀ 三重 鈴鹿市立大木中 0:10:01

35 54 矢澤　蓮太郎 ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:01

36 14 山内　真潤 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾋﾛ 静岡 浜松開誠館中 0:10:02

37 34 小川　愛斗 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:10:03



38 33 山本　悠 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 広島 広島市立国泰寺中 0:10:03

39 15 菱田　紘翔 ﾋｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 兵庫 神戸市立有野北中 0:10:04

40 2 田所　夢太郎 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 長野 富士見町立富士見中 0:10:04

41 21 西森　市直 ﾆｼﾓﾘ ｲﾂｷ 兵庫 尼崎市立園田中 0:10:05

42 26 永戸　敢太朗 ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 奈良 橿原市立畝傍中 0:10:06

43 28 安島　莉玖 ｱﾝｼﾞﾏ ﾘｸ 岐阜 大垣市立興文中 0:10:07

44 90 齊藤　勇真 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 愛媛 四国中央ＡＣ 0:10:09

45 65 山本　暖 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取 八頭町立八頭中 0:10:10

46 51 山口　浩崇 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 愛知 岡崎市立竜海中 0:10:10

47 13 篠原　一希 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 静岡 ＳＴＦＣ 0:10:10

48 70 篠﨑　大地 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:11

49 75 南澤　道大 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:11

50 81 新田　涼晴 ｱﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ 岐阜 高山市立日枝中 0:10:11

51 36 山本　晃大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 福井 武生第二中 0:10:12

52 41 松山　誠之介 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲﾉｽｹ 京都 京都市立桂中 0:10:12

53 44 杉田　晃大 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知 岡崎市立竜海中 0:10:12

54 24 平井　翼 ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 愛知 ＴＳＭ 0:10:12

55 62 林　侑汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 三重 松阪市立久保中 0:10:13

56 101 濱野　捷多 ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 北海道 千代台陸上スクール 0:10:13

57 63 木内　桜澄 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:10:14

58 45 黒川　遙斗 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ 北海道 士別市立士別中 0:10:14

59 93 高木　丈太朗 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 岐阜 0:10:14

60 32 中村　伸太朗 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 船橋市立海神中 0:10:15

61 3 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 愛知 豊橋市立南陽中 0:10:15

62 40 中川　新太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀ 石川 金沢市立浅野川中 0:10:15

63 95 ヤマニハ　レオナルドﾔﾏﾆﾊ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:15

64 87 一兜　健 ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ｹﾝ 千葉 野田市立東部中 0:10:16

65 48 関野　大空 ｾｷﾉ ｿﾗ 静岡 裾野市立東中 0:10:17

66 111 早川　健斗 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾄ 静岡 浜松市立北浜中 0:10:17

67 60 山口　優 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥取 八頭町立八頭中 0:10:18

68 47 森岡　寛 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 奈良 橿原市立畝傍中 0:10:18

69 145 堀田　匠和 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:18

70 108 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾑ 岐阜 高山市立日枝中 0:10:18

71 58 平田　凛太朗 ﾋﾗﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:19

72 82 古田　瑞樹 ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取 八頭町立八頭中 0:10:19

73 99 郷　虎暖 ｺﾞｳ ﾄﾗﾊﾙ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:10:20

74 57 細田　峰生 ﾎｿﾀﾞ ﾎｳｾｲ 福井 足羽第一中 0:10:20

75 78 工藤　崚 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 大分 大分市立城東中 0:10:21

76 79 工藤　陸 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ 大分 大分市立城東中 0:10:21

77 116 恩田　誇斗 ｵﾝﾀﾞ ｺﾄ 新潟 糸魚川市立糸魚川東中 0:10:21

78 127 福島　光生 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 富山 富山市立大沢野中 0:10:21

79 112 鈴木　哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:21

80 83 渡邊　聖人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾄ 新潟 糸魚川市立糸魚川東中 0:10:21

81 77 岩重　功輝 ｲﾜｼｹﾞ ｺｳｷ 愛媛 今治市立北郷中 0:10:21

82 64 廣瀬　弘汰 ﾋﾛｾ ｺｳﾀ 愛媛 今治市立南中 0:10:21

83 168 横田　弥海 ﾖｺﾀ ﾋﾛﾐ 石川 小松市立丸内中 0:10:21

84 74 児玉　航洋 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾖｳ 滋賀 滋賀県立水口東中 0:10:22

85 137 岩崎　蒼史 ｲﾜｻﾞｷ ｿｳｼ 静岡 浜松市立細江中 0:10:23

86 23 河野　温喜 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 愛知 岡崎市立葵中 0:10:23

87 232 山本　聖琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 奈良 吉野町立吉野中 0:10:23

88 179 小田　大雅 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 静岡 浜松市立北浜中 0:10:23

89 72 岸端　悠友 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 静岡 吉田町立吉田中 0:10:24

90 85 若松　寛大 ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:10:24



91 103 根上　和樹 ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 静岡 ＳＴＦＣ 0:10:25

92 113 芝田　翼 ｼﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:25

93 138 奥井　遼 ｵｸｲ ﾘｮｳ 愛知 岡崎市立竜海中 0:10:26

94 152 鵜飼　叶琉 ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取 八頭町立八頭中 0:10:27

95 160 髙橋　拳太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 滋賀 葉山中 0:10:27

96 224 佐々木　哲 ｻｻｷ ﾃﾂ 愛知 ＴＳＭ 0:10:27

97 128 高納　琉生 ﾀｶﾉｳ ﾙｲ 岐阜 岐阜市立島中 0:10:27

98 146 内木　幹基 ﾅｲｷ ｶﾝｷ 岐阜 高山市立宮中 0:10:28

99 52 西野　成 ﾆｼﾉ ﾅﾙ 愛知 岡崎市立竜海中 0:10:28

100 105 福井　陽仁 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 北海道 七飯町立七飯中 0:10:29

101 68 前田　透海 ﾏｴﾀﾞ ﾄｱ 福井 鯖江市中央中 0:10:29

102 167 黒田　雅斗 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄ 島根 出雲市立第一中 0:10:30

103 132 新谷　遼平 ｼﾝﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ 京都 京都市立桂中 0:10:30

104 84 北潟　勇平 ｷﾀｶﾞﾀ ﾕｳﾍｲ 大阪 関西創価中 0:10:30

105 125 松井　智幹 ﾏﾂｲ ﾄﾓｷ 兵庫 尼崎市立園田中 0:10:31

106 61 東田　大輝 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:10:31

107 181 池田　陸 ｲｹﾀﾞ ﾘｸ 京都 京都市立桂中 0:10:31

108 118 中西　慶士郎 ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾛｳ 滋賀 高島市立湖西中 0:10:31

109 80 内山　駿 ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 愛知 豊田市立末野原中 0:10:31

110 172 岡田　陽光 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺｳ 愛知 岡崎市立矢作中 0:10:32

111 233 門脇　孟毅 ｶﾄﾞﾜｷ ﾊﾙｷ 島根 出雲市立河南中 0:10:33

112 133 渋谷　大和 ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:33

113 92 森　稜真 ﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 福井 気比中 0:10:33

114 126 長廻　舜也 ﾅｶﾞｻｺ ｼｭﾝﾔ 島根 出雲市立向陽中 0:10:33

115 104 中村　悠成 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 福井 武生第二中 0:10:34

116 154 藤生　暢弘 ﾌｼﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:10:34

117 162 野尻　海斗 ﾉｼﾞﾘ ｶｲﾄ 福井 開成中 0:10:35

118 666 川上　宇宙 ｶﾜｶﾐ ｿﾗ 石川 七尾市立七尾中 0:10:35

119 59 五十嵐　洋平 ｲｶﾗｼ ﾖｳﾍｲ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:10:35

120 184 杉本　春 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙ 滋賀 大津市立瀬田北中 0:10:36

121 117 原　泰輝 ﾊﾗ ﾀｲｷ 新潟 糸魚川市立糸魚川東中 0:10:36

122 67 加藤　蒼翔 ｶﾄｳ ｱｵﾄ 福井 鯖江市中央中 0:10:36

123 193 奥村　櫂陸 ｵｸﾑﾗ ｶｲﾘ 京都 京都市立桂中 0:10:37

124 144 工藤　羽流 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ 京都 京都市立桂中 0:10:37

125 189 細井　奏太郎 ﾎｿｲ ｿｳﾀﾛｳ 愛知 岡崎市立矢作中 0:10:38

126 50 安藤　祥馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 静岡 浜松市立庄内中 0:10:39

127 73 井上　朋哉 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 石川 中能登中 0:10:39

128 246 伊藤　央介 ｲﾄｳ ｵｳｽｹ 岐阜 岐阜市立島中 0:10:39

129 202 神田　悦士 ｶﾝﾀﾞ ｴﾂﾄ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:10:40

130 143 石井　丈翔 ｲｼｲ ﾀｹﾄ 静岡 裾野市立富岡中 0:10:40

131 205 廣瀬　朔太郎 ﾋﾛｾ ｻｸﾀﾛｳ 京都 京都市立桂中 0:10:40

132 217 中村　元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:10:40

133 166 上田　明日海 ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 石川 野々市市立布水中 0:10:41

134 153 遠藤　優太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 北海道 士別市立士別中 0:10:41

135 158 犬塚　陸斗 ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 愛知 岡崎市立矢作中 0:10:41

136 148 熊谷　幸翔 ｸﾏｶﾞ ﾕｷﾄ 大分 大分市立城東中 0:10:41

137 135 志田　岬大 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 富山 富山市立南部中 0:10:42

138 664 津田　万里 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 石川 七尾市立七尾中 0:10:42

139 100 小林　蒼空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取 八頭町立八頭中 0:10:43

140 142 筑紫　昂太 ﾂｸｼ ｺｳﾀ 滋賀 長浜市立浅井中 0:10:43

141 155 松田　優光 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 新潟 糸魚川市立糸魚川東中 0:10:43

142 186 松井　七星 ﾏﾂｲ ﾅﾅｾｲ 京都 京都市立桂中 0:10:43

143 94 新開　翔太 ｼﾝｶｲ ｼｮｳﾀ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:43



144 173 熊谷　航陽 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 長野 下條中 0:10:43

145 203 永藤　海斗 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲﾄ 京都 京都市立桂中 0:10:44

146 106 加藤　草太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 愛知 ＴＳＭ 0:10:44

147 211 新木　淳太 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾀ 滋賀 長浜市立北中 0:10:44

148 171 羽生　大起 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 長野 飯田高陵中 0:10:44

149 150 小野　琉峯 ｵﾉ ﾙﾈ 北海道 千代台陸上スクール 0:10:45

150 97 河口　尊 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 静岡 浜松開誠館中 0:10:46

151 156 前田　隼汰 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾀ 富山 射水市立小杉中 0:10:46

152 115 堀田　礼人 ﾎﾘﾀ ﾗｲﾄ 富山 富山市立速星中 0:10:46

153 665 豊島　楓也 ﾄﾖｼﾏ ﾌｳﾔ 石川 七尾市立七尾中 0:10:47

154 49 上畑　陸 ｳｴﾊﾀ ﾘｸ 和歌山 ＵＡＣ 0:10:47

155 200 蟹江　隼永 ｶﾆｴ ﾊﾔﾄ 愛知 東海市立横須賀中 0:10:48

156 121 宮本　暁生 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｾｲ 福井 足羽第一中 0:10:48

157 225 上野　和孝 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾀｶ 石川 輪島市立輪島中 0:10:48

158 161 西尾　康介 ﾆｼｵ ｺｳｽｹ 滋賀 滋賀県立水口東中 0:10:48

159 69 川口　直央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 千葉 野田市立東部中 0:10:48

160 122 高橋　伴拓 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 福井 成和中 0:10:48

161 151 佐藤　成 ｻﾄｳ ｾｲ 島根 出雲市立向陽中 0:10:49

162 169 山田　隼輔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 長野 高森中 0:10:49

163 188 吉岡　知哉 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾔ 広島 三原市立第五中 0:10:49

164 663 白井　新大 ｼﾗｲ ｱﾗﾀ 石川 七尾市立七尾中 0:10:49

165 231 阿部　泰樹 ｱﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:10:50

166 219 増田　誠也 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾔ 静岡 浜松市立細江中 0:10:51

167 129 森田　那生 ﾓﾘﾀ ﾅｵ 島根 邑南町立瑞穂中 0:10:51

168 196 三島　琉正 ﾐｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 島根 出雲市立第二中 0:10:52

169 241 松本　悠希 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 石川 金沢市立浅野川中 0:10:52

170 177 田幡　有海 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾙﾐ 石川 中能登中 0:10:53

171 191 伊佐治　陽介 ｲｻｼﾞ ﾖｳｽｹ 岐阜 高山市立中山中 0:10:53

172 210 山田　来夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ 愛知 豊田市立崇化館中 0:10:54

173 165 河本　篤哉 ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 岡山 赤磐市立高陽中 0:10:54

174 176 豊田　蒼斗 ﾄﾖﾀﾞ ｱｵﾄ 静岡 浜松開誠館中 0:10:55

175 394 谷口　北斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎｸﾄ 兵庫 加古川市立氷丘中 0:10:55

176 130 佐々木　愛斗 ｻｻｷ ﾏﾅﾄ 北海道 士別市立士別中 0:10:55

177 187 小島　銀慈朗 ｺｼﾞﾏ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:10:56

178 234 山本　昂輝 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 岐阜 高山市立日枝中 0:10:56

179 120 山口　了生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 福井 東陽中 0:10:56

180 243 栗田　絆生 ｸﾘﾀ ｷｽﾞﾅ 静岡 吉田町立吉田中 0:10:56

181 227 西川　陸斗 ﾆｼｶﾜ ﾘｸﾄ 三重 鈴鹿市立白子中 0:10:57

182 182 吉田　陽翔 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:10:57

183 124 木幡　広明 ｺﾊﾀ ﾋﾛｱｷ 大阪 関西創価中 0:10:57

184 197 岩村　楓樹 ｲﾜﾑﾗ ﾌｳｷ 北海道 旭川市立神居東中 0:10:57

185 96 新間　圭 ｼﾝﾏ ｹｲ 静岡 浜松市立北浜中 0:10:57

186 194 山田　琢心 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 滋賀 大津市立粟津中 0:10:58

187 294 稲垣　匠冴 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 北海道 士別市立士別中 0:10:58

188 242 小林　英幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 石川 金沢市立浅野川中 0:10:59

189 320 酒井　謙伍 ｻｶｲ ｹﾝｺﾞ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:10:59

190 198 永尾　虎大郎 ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 広島 広島市立国泰寺中 0:10:59

191 271 南　月人 ﾐﾅﾐ ﾂｷﾄ 奈良 吉野町立吉野中 0:10:59

192 250 山中　拓大 ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾄ 三重 鈴鹿市立大木中 0:11:00

193 123 粟倉　璃空 ｱﾜｸﾗ ﾘｸ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:00

194 185 大野　蒼来 ｵｵﾉ ｿｳｷ 福井 美浜中 0:11:00

195 190 杉本　玲 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:11:00

196 226 井上　笑慈 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ 群馬 伊勢崎市立あずま中 0:11:00



197 206 布野　新太郎 ﾌﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 島根 出雲市立河南中 0:11:00

198 170 三原　拓也 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 島根 出雲市立大社中 0:11:01

199 178 吉田　光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 石川 中能登中 0:11:01

200 221 笹崎　郁人 ｻｻｻﾞｷ ｲｸﾄ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:11:02

201 53 籠谷　峻太郎 ｶｺﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 福井 武生第二中 0:11:02

202 276 大原　翔輝 ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:11:02

203 204 金田　樹生 ｶﾈﾀﾞ ｲﾂｷ 滋賀 長浜市立湖北中 0:11:02

204 215 服部　志雄 ﾊｯﾄﾘ ｼﾕｳ 滋賀 長浜市立湖北中 0:11:02

205 662 新野　琉壱 ｱﾗﾉ ﾙｲ 石川 七尾市立七尾中 0:11:03

206 157 大西　峻平 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 滋賀 米原市立米原中 0:11:03

207 269 草水　涼太 ｸｻﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 奥出雲町立仁多中 0:11:03

208 183 表　紡久 ｵﾓﾃ ﾂﾑｸﾞ 京都 京都市立桂中 0:11:03

209 214 長谷　太郎 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀﾛｳ 富山 雄山中 0:11:03

210 272 北村　航 ｷﾀﾑﾗ ｺｳ 三重 鈴鹿市立白子中 0:11:04

211 265 立石　優紀 ﾀﾃｲｼ ﾕｳｷ 広島 三原市立第五中 0:11:04

212 159 平山　春幸 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 愛知 岡崎市立矢作中 0:11:05

213 110 桑田　駿介 ｸﾜﾀ ｼｭﾝｽｹ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:06

214 174 那須　飛成 ﾅｽ ﾋﾅﾘ 島根 出雲市立第三中 0:11:06

215 261 森川　康志 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽｼ 広島 三原市立第五中 0:11:06

216 301 鈴木　琥太郎 ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ 愛知 ＴＳＭ 0:11:07

217 293 谷口　雄汰 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 岐阜 0:11:07

218 318 赤座　蓮治 ｱｶｻﾞ ﾚﾝｼﾞ 富山 富山市立大沢野中 0:11:08

219 149 本多　巧樹 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 裾野市立富岡中 0:11:08

220 71 横山　漣 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝ 静岡 ＳＴＦＣ 0:11:08

221 239 高野　創 ｺｳﾉ ﾊｼﾞﾒ 島根 出雲市立河南中 0:11:08

222 163 森本　響 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 京都 京都市立桂中 0:11:08

223 264 大久保　匠己 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ 広島 三原市立第五中 0:11:09

224 262 坂田　遥生 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ 広島 三原市立第五中 0:11:09

225 315 矢澤　秀成 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 長野 駒ヶ根市立赤穂中 0:11:10

226 244 滝川　芭也人 ﾀｷｶﾜ ﾊﾔﾄ 富山 雄山中 0:11:10

227 253 佐藤　颯太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:11:10

228 213 西泉　俐希 ﾆｼｲｽﾞﾐ ﾘｷ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:11

229 207 竹内　優貴 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥取 八頭町立八頭中 0:11:12

230 175 伊藤　凪沙 ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 島根 出雲市立河南中 0:11:12

231 282 大迫　律太郎 ｵｵｻｺ ﾘﾂﾀﾛｳ 広島 広島市立国泰寺中 0:11:13

232 285 樋口　栞希 ﾋｸﾞﾁ ｶﾝｷ 新潟 糸魚川市立糸魚川東中 0:11:13

233 136 近田　一耀 ｺﾝﾀﾞ ﾋｶﾙ 愛知 岡崎市立矢作中 0:11:13

234 298 舩山　歩 ﾌﾅﾔﾏ ｱﾘｸ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:14

235 192 大野　拓真 ｵｵﾉ ﾀｸﾏ 岐阜 高山市立中山中 0:11:14

236 140 伊藤　浩弥 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 静岡 浜松市立北浜中 0:11:14

237 245 石山　輝 ｲｼﾔﾏ ﾋｶﾙ 千葉 野田市立福田中 0:11:15

238 180 乾　遥斗 ｲﾇｲ ﾊﾙﾄ 兵庫 伊丹市立南中 0:11:15

239 201 林　修也 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾔ 石川 金沢市立浅野川中 0:11:15

240 335 北谷　大翔 ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛﾄ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:15

241 284 水上　透也 ﾐｽﾞｶﾐ ﾄｳﾔ 石川 金沢市立浅野川中 0:11:15

242 336 中瀬　裕貴 ﾅｶｾ ﾕｳｷ 三重 菰野中学 0:11:16

243 332 横山　拳 ﾖｺﾔﾏ ｹﾞﾝ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:16

244 230 福間　健太 ﾌｸﾏ ｹﾝﾀ 島根 出雲市立河南中 0:11:16

245 292 山口　紘太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 静岡 ＳＴＦＣ 0:11:17

246 309 田原　結翔 ﾀﾊﾞﾗ ﾕｲﾄ 島根 出雲市立河南中 0:11:17

247 248 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 富山 雄山中 0:11:17

248 259 岡野　亘稀 ｵｶﾉ ｺｳｷ 広島 三原市立第五中 0:11:17

249 361 小谷　歩 ｺﾀﾆ ｱﾕﾑ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:11:17



250 209 戸松　愛翔 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥取 鳥取市東中 0:11:18

251 134 池上　琉一 ｲｹｶﾞﾐ ﾙｲ 愛知 岡崎市立竜海中 0:11:19

252 267 三村　幸輝 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 広島 三原市立第五中 0:11:19

253 252 泉野　慶成 ｲｽﾞﾐﾉ ｹｲｾｲ 富山 雄山中 0:11:19

254 286 福島　圭亮 ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 長野 下伊那松川中 0:11:20

255 255 土屋　茉生 ﾂﾁﾔ ﾏｵ 兵庫 尼崎市立小田北中 0:11:21

256 88 岩渕　琉巳 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾙｲ 静岡 御殿場市立御殿場中 0:11:21

257 260 川井　俊典 ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 広島 三原市立第五中 0:11:22

258 199 勝又　康博 ｶﾂﾏﾀ ﾔｽﾋﾛ 静岡 裾野市立富岡中 0:11:22

259 164 加藤　晨 ｶﾄｳ ｼﾝ 愛知 豊田市立浄水中 0:11:23

260 283 山崎　勇真 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 広島 広島市立国泰寺中 0:11:23

261 299 林　壱成 ﾊﾔｼ ｲｯｾｲ 愛知 ＴＳＭ 0:11:24

262 310 冨岡　成望 ﾄﾐｵｶ ﾅﾙﾐ 島根 出雲市立河南中 0:11:24

263 334 千代　開莉 ﾁｼﾛ ｶｲﾘ 滋賀 立命館守山中 0:11:25

264 237 禾野　遥基 ﾉｷﾞﾉ ﾊﾙｷ 兵庫 尼崎市立小田北中 0:11:25

265 307 小桐　宏太 ｵｷﾞﾘ ｺｳﾀ 静岡 浜松市立細江中 0:11:26

266 212 藤畑　聡汰 ﾌｼﾞﾊﾀ ｿｳﾀ 富山 雄山中 0:11:27

267 311 藤谷　岳瑠 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:28

268 279 坂田　知樹 ｻｶﾀ ﾄﾓｷ 富山 富山市立大沢野中 0:11:28

269 280 竹野　歩 ﾀｹﾉ ｱﾕﾑ 石川 中能登中 0:11:28

270 254 村田　大翔 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾄ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:11:30

271 291 中川　創太 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ 石川 金沢市立浅野川中 0:11:31

272 342 辻村　琉空 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾘｸ 静岡 浜松開誠館中 0:11:31

273 295 海老原　光 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ 滋賀 高島市立湖西中 0:11:31

274 216 瀬古　雄大 ｾｺ ﾕｳﾀﾞｲ 三重 松阪市立三雲中 0:11:31

275 236 杉本　憲亮 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ 三重 松阪市立久保中 0:11:32

276 339 鈴木　駿太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 愛知 ＴＳＭ 0:11:32

277 273 谷　和輝 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:11:32

278 297 鈴木　一左 ｽｽﾞｷ ｲｯｻ 三重 鈴鹿市立大木中 0:11:33

279 229 田辺　侑大 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 滋賀 米原市立米原中 0:11:33

280 275 梅田　一陽 ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾔ 京都 京都市立桂中 0:11:34

281 372 三宅　鼓航 ﾐﾔｹ ｺﾀﾙ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:34

282 328 堀本　彩斗 ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾄ 滋賀 高島市立湖西中 0:11:35

283 366 西村　涼太 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:35

284 322 星野　好誠 ﾎｼﾉ ｺｳｾｲ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:11:35

285 256 河上　冬馬 ｶﾜｶﾐ ﾄｳﾏ 鳥取 八頭町立八頭中 0:11:36

286 321 小西　梢太 ｺﾆｼ ｿｳﾀ 滋賀 東近江市立船岡中 0:11:36

287 308 嘉手苅　旭 ｶﾃﾞｶﾘ ｱｷﾗ 静岡 浜松市立細江中 0:11:36

288 114 水井　航海 ﾐｽﾞｲ ﾜﾀﾙ 富山 富山市立北部中 0:11:37

289 287 阿部　志温 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 三重 鈴鹿市立平田野中 0:11:38

290 208 岡元　快生 ｵｶﾓﾄ ｶｲ 静岡 浜松市立細江中 0:11:38

291 228 角田　亮太 ｽﾐﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 滋賀 米原市立米原中 0:11:38

292 340 朝日　柊 ｱｻﾋ ｼｭｳ 滋賀 長浜市立北中 0:11:39

293 290 岩原　佑太 ｲﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:39

294 218 梅村　涼雅 ｳﾒﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 愛知 瀬戸市立南山中 0:11:40

295 359 上田　泰雅 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:11:41

296 371 早瀬　智一 ﾊﾔｾ ﾄﾓｶｽﾞ 富山 富山市立城山中 0:11:42

297 329 武田　篤志 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ 北海道 旭川市立神居東中 0:11:43

298 274 大河内　貫志 ｵｵｺｳﾁ ｶﾝｼﾞ 北海道 士別市立士別中 0:11:44

299 278 岩﨑　勝己 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾐ 三重 鈴鹿市立白子中 0:11:44

300 667 小池　凌太 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 石川 七尾市立七尾中 0:11:45

301 319 吉澤　佑大 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫 尼崎市立園田中 0:11:45

302 317 若井　快晴 ﾜｶｲ ｶｲｾｲ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:11:45



303 249 平野　光起 ﾋﾗﾉ ｺｳｷ 富山 富山市立城山中 0:11:46

304 238 高須　空魚 ﾀｶｽ ｸｵ 愛知 日進市立日進西中 0:11:47

305 302 八木　亮多 ﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ 兵庫 尼崎市立園田中 0:11:47

306 369 松田　航太 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 奈良 吉野町立吉野中 0:11:48

307 349 森下　凌 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ 福井 美浜中 0:11:48

308 235 古賀　雅也 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 愛知 ＴＳＭ岡崎 0:11:48

309 303 川上　純季 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｷ 北海道 士別市立士別中 0:11:48

310 346 白石　真心 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾑﾈ 愛知 岡崎市立矢作中 0:11:49

311 277 谷　雄飛 ﾀﾆ ﾕｳﾄ 岐阜 岐阜市立島中 0:11:49

312 370 七里　栄則 ｼﾁﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 滋賀 長浜市立湖北中 0:11:49

313 338 小野　彩陽 ｵﾉ ｱｻﾋ 岡山 赤磐市立高陽中 0:11:52

314 348 谷口　滉太 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:52

315 367 石田　崇人 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 滋賀 甲賀市立水口中 0:11:55

316 312 深川　峻希 ﾌｶｶﾞﾜ ﾀｶｷ 福井 若狭町立三方中 0:11:57

317 258 佐久間　一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山 富山市立南部中 0:11:57

318 304 水谷　惺 ﾐｽﾞﾀﾆ ｾｲ 三重 鈴鹿市立白子中 0:11:59

319 360 小谷　海翔 ｺﾀﾆ ｶｲﾄ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:12:01

320 358 川島　琉生 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 滋賀 東近江市立船岡中 0:12:01

321 313 岩田　凪生 ｲﾜﾀ ﾅｵ 福井 若狭町立三方中 0:12:02

322 337 岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 岐阜 0:12:02

323 220 西村　光稀 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 石川 中能登中 0:12:03

324 300 鈴木　琳斗 ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾄ 富山 富山市立大沢野中 0:12:05

325 323 大利　哲平 ﾀﾞｲﾘ ﾃｯﾍﾟｲ 富山 富山市立大沢野中 0:12:06

326 314 坪内　千大 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾁﾋﾛ 福井 若狭町立三方中 0:12:08

327 353 島田　凌 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 石川 中能登中 0:12:08

328 247 藤井　悠生 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 富山 雄山中 0:12:09

329 681 中辻　健斗 ﾅｶﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 三重 伊勢市立桜浜中 0:12:10

330 305 間曽　結人 ｱｲｿ ﾕｳﾄ 滋賀 米原市立米原中 0:12:12

331 363 武井　遥人 ﾀｹｲ ﾊﾙﾄ 滋賀 長浜市立北中 0:12:13

332 380 長　龍悟 ﾁｮｳ ﾘｭｳｺﾞ 滋賀 野洲市立野洲中 0:12:14

333 350 川口　稜護 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 福井 美浜中 0:12:14

334 687 藤田　涼 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ 京都 舞鶴市立和田中 0:12:16

335 377 篠原　拓己 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:12:17

336 344 森田　そう ﾓﾘﾀ ｿｳ 京都 京都市立桂中 0:12:18

337 324 桐渓　翔生 ﾄｳｹｲ ｼｮｳｷ 富山 富山市立大沢野中 0:12:20

338 357 澤木　和斗 ｻﾜｷ ｶｽﾞﾄ 北海道 士別市立士別中 0:12:21

339 341 林　凌楽 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ 愛知 ＴＳＭ 0:12:21

340 668 多嶋　樹央 ﾀｼﾞﾏ ﾐｷｵ 石川 七尾市立七尾中 0:12:22

341 288 豊川　幸輝 ﾄﾖｶﾜ ｺｳｷ 兵庫 尼崎市立園田中 0:12:23

342 362 渡部　稜大 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟 小千谷市立小千谷中 0:12:23

343 375 小倉　礼恩 ｵｸﾞﾗ ﾚｵﾝ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:12:24

344 382 青木　樂来 ｱｵｷ ｶﾞｸ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:12:29

345 365 周防　拓磨 ｽｵｳ ﾀｸﾏ 滋賀 甲賀市立水口中 0:12:30

346 355 平居　源麒 ﾋﾗｲ ｹﾞﾝｷ 岐阜 麗澤瑞浪中 0:12:30

347 376 林　脩一 ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 福井 美浜中 0:12:33

348 374 中島　太洋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 滋賀 甲賀市立水口中 0:12:33

349 379 大川　拓真 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ 滋賀 東近江市立船岡中 0:12:35

350 690 矢野　智視 ﾔﾉ ﾄﾓﾐ 京都 舞鶴市立和田中 0:12:36

351 325 神保　有祐 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｽｹ 富山 富山市立南部中 0:12:38

352 683 佐々木　快斗 ｻｻｷ ｶｲﾄ 三重 伊勢市立桜浜中 0:12:42

353 381 伊吹　悟 ｲﾌﾞｷ ｻﾄﾙ 滋賀 長浜市立湖北中 0:12:43

354 333 古垣　翔冴 ﾌﾙｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 北海道 士別市立士別中 0:12:43

355 331 山本　勇気 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 富山 富山市立大沢野中 0:12:45



356 368 田中　良治 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 滋賀 甲賀市立水口中 0:12:46

357 364 安達　和陽 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾋ 滋賀 城山中 0:12:47

358 691 吉村　優一 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 京都 舞鶴市立和田中 0:12:48

359 378 澤村　青宙 ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ 長野 高森中 0:12:55

360 327 小関　琉誠 ｺｾﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 滋賀 葉山中 0:12:58

361 387 大平　修真 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳﾏ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:13:00

362 386 山田　胡太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:13:00

363 383 梅原　爽葵 ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ 長野 旭ヶ丘中 0:13:10

364 384 村田　旺翼 ﾑﾗﾀ ｵｳｽｹ 滋賀 東近江市立船岡中 0:13:13

365 389 本道　瑛太 ﾎﾝﾄﾞｳ ｴｲﾀ 滋賀 東近江市立船岡中 0:13:13

366 388 中切　環 ﾅｶｷﾞﾘ ﾀﾏｷ 滋賀 甲賀市立信楽中 0:13:16

367 373 西澤　孝紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 滋賀 甲賀市立水口中 0:13:18

368 682 辻井　淳平 ﾂｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重 伊勢市立桜浜中 0:13:21

369 356 藤林　玄 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 滋賀 城山中 0:13:31

370 684 大村　天飛 ｵｵﾑﾗ ｱﾏﾄ 京都 舞鶴市立和田中 0:13:41

371 390 一本　海大 ｲﾁﾓﾄ ﾐﾋﾛ 滋賀 長浜市立湖北中 0:13:53

372 685 榎田　結輝人 ｴﾉｷfﾀﾞ ﾕｷﾄ 京都 舞鶴市立和田中 0:13:57

373 688 三浦　泰知 ﾐｳﾗ ﾀｲﾁ 京都 舞鶴市立和田中 0:14:00

374 385 谷川　絢晟 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｾｲ 滋賀 甲賀市立水口中 0:14:10

375 392 佐藤　直輝 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 京都 舞鶴市立和田中 0:14:45

376 686 玉木　陽都 ﾀﾏｷ ﾋﾅﾄ 京都 舞鶴市立和田中 0:14:56

377 689 村尾　瑛慈 ﾑﾗｵ ｴｲｼﾞ 京都 舞鶴市立和田中 0:15:32

378 391 安井　大貴 ﾔｽｲ ﾀｲｷ 滋賀 東近江市立船岡中 0:15:43


