
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】 小学生　男子　１km

●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 2001 今村　旺祐 ｲﾏﾑﾗ ｵｳｽｹ 京都 佐々木塾 0:03:12

2 1984 衣川　凌 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 京都 長岡京市立長岡第八小 0:03:12

3 1902 川田　愛翔 ｶﾜﾀ ｱｲﾄ 徳島 阿南ＪＡＣ 0:03:13

4 1923 酒井　崇史 ｻｶｲ ｼｭｳｼﾞ 石川 鹿島ＡＣ 0:03:13

5 1987 土赤　仁義 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 長野 腰越ＪＳＣ 0:03:16

6 2019 小林　漣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 福井 敦賀ジュニア 0:03:16

7 1982 梶尾　秀汰 ｶｼﾞｵ ｼｭｳﾀ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:03:17

8 1933 坂本　祐基 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 京都 日野クラブ 0:03:18

9 1924 大石　翔生 ｵｵｲｼ ｶｲ 静岡 静岡吉田ＡＣ 0:03:18

10 1901 一上　稜真 ｲﾁｶﾐ ﾘｮｳﾏ 徳島 阿南ＪＡＣ 0:03:19

11 1990 北村　成悠 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋｻ 滋賀 大津市立膳所小 0:03:19

12 1988 足立　悠 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 京都 レジェンド 0:03:19

13 1918 板倉　大和 ｲﾀｸﾗ ﾔﾏﾄ 京都 チーム橋本 0:03:20

14 2013 尾島　広輝 ｵｼﾞﾏ ｺｳｷ 京都 京都市立洛中小 0:03:22

15 1999 加藤　結羽 ｶﾄｳ ﾕｳ 三重 嬉野陸上クラブ 0:03:23

16 1991 伊勢村　羚太 ｲｾﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 滋賀 速野小 0:03:25

17 2034 井上　絢仁 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾄ 滋賀 大津市立長等小 0:03:26

18 1980 高知　悠馬 ｺｳﾁ ﾕｳﾏ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:03:26

19 2015 玉木　輝 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:26

20 1983 野村　和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀 長浜市陸上教室 0:03:26

21 2045 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:03:27

22 2000 豊島　颯斗 ﾄﾖｼﾏ ﾊﾔﾄ 石川 城山ＡＣ 0:03:27

23 2043 北村　峻也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:03:30

24 1934 山崎　廉 ﾔﾏｻｷ ﾚﾝ 京都 日野クラブ 0:03:30

25 1927 木村　颯太 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:03:31

26 1995 西川　空 ﾆｼｶﾜ ｿﾗ 滋賀 長浜市陸上教室 0:03:31

27 1962 綿本　猛虎 ﾜﾀﾓﾄ ﾀｹﾄﾗ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:31

28 2040 横田　晴海 ﾖｺﾀ ﾊﾙﾐ 石川 小松市立稚松小 0:03:32

29 2014 矢澤　颯介 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:33

30 1921 岸本　晟 ｷｼﾓﾄ ｾｲ 京都 大原野陸上クラブ 0:03:33

31 1986 指田　駿太 ｻｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 兵庫 ３４つばさ 0:03:33

32 2042 西野　佑飛 ﾆｼﾉ ﾕｳﾋ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:03:34

33 1985 泉　圭輔 ｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ 北海道 旭川神居東陸上少年団 0:03:34

34 1964 大久保　翔平 ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:35

35 1975 山田　大悟 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:36

36 1903 村上　陽明 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｱｷ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:03:37

37 1910 倉田　裕翔 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾄ 三重 Ｊ＆Ｅ久居 0:03:40



38 2016 渋谷　悠斗 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:40

39 1998 若月　アル ﾜｶﾂｷ ｱﾙ 京都 京都市伏見板橋小 0:03:40

40 1941 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 滋賀 栗東陸上教室 0:03:40

41 1963 田代　恵土 ﾀｼﾛ ｱﾔﾄ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:41

42 2036 児玉　将都 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾄ 京都 0:03:42

43 1919 花井　悠之亮 ﾊﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 京都 チーム橋本 0:03:42

44 1993 澤井　聖風 ｻﾜｲ ﾐｶｾﾞ 三重 松阪市立中川小 0:03:43

45 2025 大同　悠生 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:03:43

46 1994 川口　礼央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ 千葉 野田市立東部小 0:03:44

47 1931 岡田　真宥 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 京都 日野クラブ 0:03:45

48 1971 安積　紫音 ｱﾂﾞﾐ ｼｵﾝ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:45

49 1974 高橋　恩来 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾙ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:45

50 1932 門　藍斗 ｶﾄﾞ ｱｲﾄ 京都 日野クラブ 0:03:45

51 2037 伊丹　翔太 ｲﾀﾐ ｼｮｳﾀ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:03:46

52 2008 佐藤　奏斗 ｻﾄｳ ｶﾅﾄ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:03:46

53 2039 渡邉　春仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 新潟 五泉少年マラソンクラブ 0:03:47

54 1922 岩元　瞬 ｲﾜﾓﾄ ｼｭﾝ 京都 大原野陸上クラブ 0:03:48

55 2017 鈴木　凱斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:48

56 1997 川南　星流 ｶﾜﾐﾅﾐ ｾﾅ 滋賀 日野ミニ陸上 0:03:50

57 1977 野村　仁人 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:50

58 2046 大江　出 ｵｵｴ ｲｽﾞﾙ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:03:50

59 1992 伊勢村　優斗 ｲｾﾑﾗ ﾋﾛﾄ 滋賀 速野小 0:03:50

60 1947 川上　大智 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:51

61 2022 北脇　匠 ｷﾀﾜｷ ﾀｸﾐ 滋賀 あけとみ陸上クラブ 0:03:51

62 2031 西村　柊哉 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾔ 福井 敦賀ジュニア陸上 0:03:52

63 1950 内田　裕斗 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:52

64 1978 岩井　優虎 ｲﾜｲ ﾕｳﾄ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:52

65 2044 今井　真敬 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:03:52

66 2018 坂井　斗己彌 ｻｶｲ ﾄｷﾔ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:53

67 1943 武田　侑和 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷﾄ 滋賀 栗東陸上教室 0:03:53

68 1949 谷井　秋星 ﾀﾆｲ ｱｷﾄ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:55

69 2003 猪飼　逞光 ｲｶｲ ﾀｸﾐ 滋賀 あけとみ陸上クラブ 0:03:55

70 2010 山本　倫太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:03:57

71 1925 北野　皓久 ｷﾀﾉ ﾃﾙﾋｻ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:03:57

72 1958 小倉　天璃 ｵｸﾞﾗ ﾃﾝﾘ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:57

73 1942 久保　修虎 ｸﾎﾞ ｼｭｳﾄ 滋賀 栗東陸上教室 0:03:58

74 1954 古川　璃人 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾋﾄ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:03:59

75 2020 小林　湊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ 福井 敦賀ジュニア 0:04:00

76 1965 鶴山　颯大 ﾂﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:00

77 2026 大野　晴也 ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:01

78 1989 宮武　快 ﾐﾔﾀｹ ｶｲ 滋賀 栗東陸上教室 0:04:02

79 1972 野村　和生 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:04:02

80 2009 森田　眞音 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾄ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:02

81 1909 田井中　陸 ﾀｲﾅｶ ﾘｸ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:02

82 1957 中野　誉一 ﾅｶﾉ ﾖｲﾁ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:03

83 1951 河井　央祐 ｶﾜｲ ｵｳｽｹ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:04

84 1915 村田　知駿 ﾑﾗﾀ ﾁﾊﾔ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:04:04

85 1911 酒井　照久 ｻｶｲ ﾃﾙﾋｻ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:04:04

86 2007 松村　俐希 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｷ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:06

87 1953 勝木　駿太 ｶﾂｷ ｼｭﾝﾀ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:06

88 2041 中田　哲平 ﾅｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 滋賀 あけとみ陸上クラブ 0:04:06

89 1917 筒井　一心 ﾂﾂｲ ﾂｶｻ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:04:07

90 1920 葛原　颯真 ｸｽﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 京都 チーム橋本 0:04:08



91 1936 武田　和季 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 滋賀 栗東陸上教室 0:04:08

92 2027 竹仲　琥大 ﾀｹﾅｶ ｺﾀﾞｲ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:10

93 1996 井上　陽斗 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 滋賀 日野ミニ陸上 0:04:11

94 1940 奥田　遥希 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙｷ 滋賀 栗東陸上教室 0:04:11

95 1969 江川　健太 ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:12

96 1959 城多　駿斗 ｷﾀﾞ ﾊﾔﾄ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:12

97 2002 一守　響樹 ｲﾁﾓﾘ ﾋﾋﾞｷ 滋賀 アスリートキッズ 0:04:12

98 2030 崎元　煌太 ｻｷﾓﾄ ｵｳﾀ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:13

99 1907 知路　渉右 ﾁｼﾞ ｼｮｳｽｹ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:13

100 1914 國松　滉 ｸﾆﾏﾂ ｱｷﾗ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:04:14

101 2004 林　悠乃介 ﾊﾔｼ ﾕｳﾉｽｹ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:15

102 1930 山本　桔平 ﾔﾏﾓﾄ ｷｯﾍﾟｲ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:04:15

103 1905 羽田野　誠大 ﾊﾀﾉ ｾｲﾀ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:16

104 1912 青木　煌桜 ｱｵｷ ｵｳﾗ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:04:16

105 1976 奥田　瑛翔 ｵｸﾀﾞ ｴｲﾄ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:04:18

106 1928 下出　旺季 ｼﾓﾃﾞ ｵｳｷ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:04:18

107 1944 山代　勝春 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾊﾙ 滋賀 栗東陸上教室 0:04:18

108 2035 山本　琥太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 滋賀 あけとみ陸上クラブ 0:04:21

109 2021 窪田　歩太 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾀ 福井 敦賀ジュニア 0:04:21

110 2028 北山　慶一 ｷﾀﾔﾏ ｹｲｲﾁ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:21

111 1970 藤田　陽暉 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｷ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:25

112 2024 久保　慧人 ｸﾎﾞ ｹｲﾄ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:26

113 1916 森田　太生 ﾓﾘﾀ ﾀｵ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:04:27

114 1937 八藤丸　颯太 ﾔﾄｳﾏﾙ ｿｳﾀ 滋賀 栗東陸上教室 0:04:29

115 1908 木村　蓮太 ｷﾑﾗ ﾚﾝﾀ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:31

116 2023 中川　詠翔 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:31

117 1967 中島　把琉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:33

118 1955 奥村　公翔 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾄ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:34

119 2029 今安　夏琉 ｲﾏﾔｽ ﾅﾂﾙ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:34

120 1952 福西　顕正 ﾌｸﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:34

121 1906 長山　源一朗 ｵｻﾔﾏ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:43

122 1904 小野　煌河 ｵﾉ ｺｳｶﾞ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:54

123 2011 松本　光喜 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｷ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:05:10

124 2047 中村　優也 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:11:29


