
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　女子　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 2170 一兜　咲子 ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ｻｷｺ 千葉 野田市立東部小 0:03:25

2 2168 坂元　唯花 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 長野 辰野町立辰野南小 0:03:26

3 2157 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 長野 腰越ＪＳＣ 0:03:27

4 2161 小谷　莉旺 ｺﾀﾆ ﾘｵ 三重 ＵＲＣ 0:03:28

5 2140 中島　純鈴 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾚ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:31

6 2158 成澤　あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 長野 腰越ＪＳＣ 0:03:32

7 2184 片桐　小春 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:32

8 2102 浅川　園葉 ｱｻｶﾜ ｿﾉﾊ 徳島 阿南ＪＡＣ 0:03:33

9 2165 中野　実咲 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 京都 京都レジェンドＡＣ 0:03:34

10 2201 流石　青空 ｻｽｶﾞ ｿﾗ 滋賀 長浜北小 0:03:36

11 2194 小松　真優 ｺﾏﾂ ﾏﾕ 滋賀 瀬田小 0:03:39

12 2185 小川　美紗 ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:40

13 2162 小谷　優奈 ｺﾀﾆ ﾕﾅ 三重 ＵＲＣ 0:03:40

14 2108 岩見　心晴 ｲﾜﾐ ｺﾊﾙ 三重 Ｊ＆Ｅ久居 0:03:43

15 2204 馬籠　莉央 ﾏｺﾞﾒ ﾘｵ 京都 下鴨小 0:03:44

16 2193 小松　愛優 ｺﾏﾂ ｱﾕ 滋賀 瀬田小 0:03:45

17 2115 小島　新湖 ｺｼﾞﾏ ﾆｺ 京都 チーム橋本 0:03:45

18 2153 若松　来実 ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:03:46

19 2187 田畑　陽菜 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:48

20 2141 山﨑　叶 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅｳ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:48

21 2154 林　千遥 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 鳥取 ＫＹ鳥取 0:03:49

22 2173 原　凜子 ﾊﾗ ﾘﾝｺ 富山 婦中ジュニアＡ．Ｃ 0:03:49

23 2167 大黒　真緒 ﾀﾞｲｺｸ ﾏｵ 滋賀 大津市立膳所小 0:03:49

24 2182 薮谷　柚芽 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾕﾒ 大阪 交野市立藤が尾 0:03:50

25 2186 川上　南海 ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 長野 駒ヶ根中沢ＲＣ 0:03:50

26 2192 神野　桜子 ｶﾐﾉ ｻｸﾗｺ 京都 京都市立桂小 0:03:50

27 2166 溜池　梨乃 ﾀﾒｲｹ ﾘﾉ 滋賀 0:03:51

28 2103 西村　友里 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:03:53

29 2116 相築　花 ｱｲﾂｷ ﾊﾅ 京都 チーム橋本 0:03:53

30 2131 久保　日真莉 ｸﾎﾞ ﾋﾏﾘ 滋賀 栗東陸上教室 0:03:55

31 2121 上田　愛 ｳｴﾀﾞ ﾏﾅ 京都 大原野陸上クラブ 0:03:55

32 2171 嵩谷　真央 ﾀﾞｹﾔ ﾏｵ 滋賀 近江八幡市立八幡小 0:03:55

33 2208 横山　阿未 ﾖｺﾔﾏ ｱﾐ 福井 惜陰小 0:03:55

34 2202 藤原　妃菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 京都 京都市立伏見板橋小 0:03:56

35 2112 玉川　朋茄 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:03:56

36 2181 高橋　みそら ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 滋賀 彦根市立亀山小 0:03:57

37 2130 石田　紗和 ｲｼﾀﾞ ｻﾜ 滋賀 栗東陸上教室 0:03:57



38 2113 巽　卯依乃 ﾀﾂﾐ ｳｲﾉ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:03:58

39 2151 山口　華穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:03:58

40 2144 渡邊　柚安 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｱﾝ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:03:58

41 2127 永吉　夏凪羽 ﾅｶﾞﾖｼ ｶﾅｳ 京都 日野クラブ 0:03:59

42 2203 上野　夏生 ｳｴﾉ ﾅﾂｷ 富山 砺波東部小 0:03:59

43 2175 佐藤　宇軒 ｻﾄｳ ﾕｷ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:00

44 2143 山中　香乃 ﾔﾏﾅｶ ｶﾉ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:00

45 2169 澤井　楽風 ｻﾜｲ ﾗｶ 三重 松阪市立中川小 0:04:00

46 2199 中村　音琶 ﾅｶﾑﾗ ｵﾄﾊ 京都 0:04:01

47 2196 一瀬　瑚音 ｲﾁｾ ｺﾄ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:02

48 2134 近成　南和花 ﾁｶﾅﾘ ﾅﾅﾊ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:02

49 2197 北山　由記子 ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:02

50 2138 菊地　桜香 ｷｸﾁ ｵｳｶ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:04

51 2128 小川　風羽 ｵｶﾞﾜ ﾌｳ 京都 日野クラブ 0:04:05

52 2163 藤本　遥愛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｱ 滋賀 野洲市立中主小 0:04:05

53 2123 中村　真希 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:04:06

54 2109 片矢　結菜 ｶﾀﾔ ﾕｲﾅ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:04:06

55 2126 岡島　怜果 ｵｶｼﾞﾏ ﾚｲｶ 京都 日野クラブ 0:04:06

56 2111 宗政　早穂 ﾑﾈﾏｻ ｻﾎ 滋賀 ウィンドラン陸上クラブ 0:04:07

57 2129 水越　蓮 ﾐｽﾞｺｼ ﾚﾝ 京都 日野クラブ 0:04:08

58 2172 新木　美乃利 ｱﾗｷ ﾐﾉﾘ 滋賀 長浜北小 0:04:08

59 2149 茶木　明華羽 ﾁｬｷ ｱｹﾞﾊ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:04:09

60 2179 井戸川　璃紗 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾘｻ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:09

61 2118 村岸　杏柚 ﾑﾗｷﾞｼ ｱﾕ 京都 チーム橋本 0:04:10

62 2122 野田　楓香 ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 京都 大原野陸上クラブ 0:04:10

63 2207 佐々木　結加 ｻｻｷ ﾕｶ 滋賀 滋賀レイクスターズ 0:04:10

64 2190 向坊　さくら ﾑｶｲﾎﾞｳ ｻｸﾗ 滋賀 河西陸上クラブ 0:04:11

65 2137 奥田　志乃 ｵｸﾀﾞ ｼﾉ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:12

66 2145 村田　智音 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾈ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:12

67 2180 渡辺　来奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗﾅ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:12

68 2117 平石　彩芽 ﾋﾗｲｼ ｱﾔﾒ 京都 チーム橋本 0:04:13

69 2142 藤田　愛可 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:14

70 2119 家村　柚希 ｲｴﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 京都 チーム橋本 0:04:14

71 2200 高橋　優妃 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾋ 滋賀 守山市河西小 0:04:17

72 2195 戸田　日和 ﾄﾀﾞ ﾋﾖﾘ 福井 美浜ジュニア陸上クラブ 0:04:19

73 2146 岡本　凛星 ｵｶﾓﾄ ﾘｾ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:20

74 2150 森岡　柊菜 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳﾅ 滋賀 Ｓ．Ｐ．ｋｉｍｕｒａ走塾 0:04:21

75 2147 吉村　水優 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾕ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:21

76 2132 篠原　美樹 ｼﾉﾊﾗ ﾐｷ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:21

77 2120 辻　優愛良 ﾂｼﾞ ﾕｱﾗ 京都 チーム橋本 0:04:22

78 2148 大治　空楽 ｵｵｼﾞ ｿﾗ 滋賀 甲賀ＪＡＣ 0:04:23

79 2124 奥村　美湖 ｵｸﾑﾗ ﾐｺ 滋賀 草津ＪＡＣ 0:04:23

80 2156 杉本　佳乃子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾉｺ 三重 松阪市立第五小 0:04:24

81 2155 指田　夏実花 ｻｼﾀﾞ ｶﾉﾊ 兵庫 ３４つばさ 0:04:25

82 2114 林　優月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 京都 みやこジュニア陸上クラブ 0:04:25

83 2174 佐久間　栞那 ｻｸﾏ ｶﾝﾅ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:30

84 2135 黄瀬　葵生 ｷｾ ｱｵｲ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:32

85 2191 西出　雪妃奈 ﾆｼﾃﾞ ﾕｷﾅ 滋賀 守山市立河西小 0:04:33

86 2105 池野　心結 ｲｹﾉ ﾐﾕ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:37

87 2133 中切　響紀 ﾅｶｷﾞﾘ ﾋﾋﾞｷ 滋賀 信楽陸上スポーツ少年団 0:04:38

88 2189 安田　陽南 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾅ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:46

89 2178 小谷　星波 ｺﾀﾆ ｾﾅ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:04:51

90 2106 山岸　結水 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾅ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:04:52



91 2107 片山　杏莉 ｶﾀﾔﾏ ｱﾝﾘ 京都 二条城北Ｔ＆Ｆ 0:05:10

92 2177 松本　明花 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｶ 京都 ＭＯＭＩＲＵＮ 0:05:16

93 2209 上仲　南帆 ｳｴﾅｶ ﾐﾅﾎ 滋賀 河西陸上クラブ 0:05:22


