
BIWAKOクロカン２０２０

第3１回全日本びわ湖クロスカントリー大会

主催：近畿陸上競技協会、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】 一般　男子A　８km

●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 1538 Ｌａｚａｒｕｓ　Ｍｏｔａｎｙａﾗｻﾞﾗｽ ﾓﾀﾝﾔ 滋賀 0:27:03

2 1502 長澤　悠太 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 京都 立命館守山高 0:27:14

3 1555 西村　崚 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 滋賀 0:27:29

4 1539 山本　祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 静岡 0:27:33

5 1560 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 滋賀 滋賀県立守山高 0:27:34

6 1548 篠原　貴彦 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾋｺ 岐阜 0:27:39

7 1525 伊藤　眞紘 ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ 岐阜 大垣日本大学高 0:27:43

8 1556 村上　愛季 ﾑﾗｶﾐ ｱｲｷ 三重 三重県立いなべ総合学園高 0:27:47

9 1506 松岡　蒼馬 ﾏﾂｵｶ ｿｳﾏ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:28:04

10 1519 奥田　大登 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 京都 西京高 0:28:18

11 1557 中村　亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 滋賀 滋賀県立守山高 0:28:20

12 1511 中野　遥斗 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:28:21

13 1512 村田　琉陽 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾋﾞ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:28:37

14 1517 前園　マルシオ ﾏｴｿﾞﾉ ﾏﾙｼｵ 愛知 0:28:39

15 1509 中村　光尊 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:28:52

16 1508 小木曽　圭太 ｺｷﾞｿ ｹｲﾀ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:28:55

17 1505 前薗　優真 ﾏｴｿﾞﾉ ﾕｳﾏ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:29:01

18 1554 星　竜也 ﾎｼ ﾀﾂﾔ 北海道 道南ＲＣ 0:29:17

19 1562 後久　真嗣 ﾉﾁﾋｻ ｼﾝｼﾞ 福井 0:29:41

20 1558 河原林　佑成 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 京都 0:29:43

21 1536 北村　孝生 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｵ 滋賀 びわこランナーズ 0:29:55

22 1507 橋本　直都 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:30:31

23 1531 籠谷　嘉紘 ｶｺﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 福井 0:30:48

24 1537 立入　弘人 ﾀﾁｲﾘ ﾋﾛﾄ 滋賀 0:30:56

25 1550 矢野　明弘 ﾔﾉ ｱｷﾋﾛ 兵庫 トクセン工業 0:30:57

26 1547 山本　隼太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 滋賀 0:31:15

27 1513 市田　俊輔 ｲﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:31:28

28 1534 木村　英二 ｷﾑﾗ ｴｲｼﾞ 滋賀 キムラ文具 0:31:39

29 1543 田邉　昇 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 滋賀 滋賀県立高島高 0:32:01

30 1541 川上　謙太 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ 石川 城山ＡＣ親父会 0:32:02

31 1529 西中　大空 ﾆｼﾅｶ ﾀｲｾｲ 三重 シンフォニアテクノロジー 0:32:05

32 1535 閑野　武大 ｶﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ 滋賀 滋賀マスターズＡＣ 0:32:05

33 1528 河内　泰典 ｶﾜﾁ ﾔｽﾉﾘ 大阪 0:32:16

34 1521 上石　和樹 ｱｹﾞｲｼ ｶｽﾞｷ 滋賀 0:32:31

35 1523 河越　俊英 ｶﾜｺﾞｴ ﾄｼﾋﾃﾞ 兵庫 0:32:34

36 1563 大竹　順平 ｵｵﾀｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大阪 枚方マスターズ 0:32:54

37 1527 眞崎　博典 ﾏｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 大阪 0:32:54



38 1518 西野　博貴 ﾆｼﾉ ﾋﾛｷ 滋賀 西野産業 0:32:57

39 1514 渡邊　隆心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾝ 滋賀 滋賀県立水口東高 0:33:13

40 1551 林　尚樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 三重 0:33:33

41 1559 小山　史郎 ｺﾔﾏ ｼﾛｳ 滋賀 ペガサスミシン 0:36:29

42 1546 石川　雅人 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄ 滋賀 0:36:40

43 1542 安積　邦彦 ｱﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ 滋賀 ＮＰＢ 0:37:19

44 1526 水崎　澄夫 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ 福井 0:37:59

45 1545 高橋　龍太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 0:38:42

46 1515 植道　真一 ｳｴﾐﾁ ｼﾝｲﾁ 滋賀 0:38:52

47 1516 川津　優貴 ｶﾜﾂﾞ ﾕｳｷ 東京都 0:39:04

48 1533 笹井　大雅 ｻｻｲ ﾀﾞｲｶﾞ 滋賀 0:39:08

49 1552 濱田　秀幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 滋賀 0:39:23

50 1503 林　英司 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:39:37

51 1532 中村　康宏 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 滋賀 0:39:52

52 1522 片山　崇 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 滋賀 滋賀設備株式会社 0:43:00

53 1549 桐山　憲一 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 滋賀 丸三開発 0:43:16

54 1561 堀田　修身 ﾎﾘﾀ ｵｻﾐ 滋賀 アキレス走友会 0:45:41


