
body cat 氏名 （例：車連 太 ふりがな（例：しゃ 所属 性別 直近１年 直近１年 sp ke po １ｋｍ sc
1 女子 石田 唯 ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 北桑田高校 F ke sc
2 女子 加藤 美葵 ｶﾄｳ ﾐｷ 北桑田高校 F ke sc
3 女子 寸田 桜 すんださくら 立命館大学 F 41.207 13.3 ke 500m sc
4 女子 川村 真樹 かわむら まつり 花園高校 F 46.26 16.03 500m
5 女子 辻本 真理 つじもと　まり 北稜高校 F 47 14.2 ke 500m sc
6 女子 矢野 智子 やの ともこ モジュマエリアゼロ F 41.5 13.32 ke 500m sc

5 4 5
7 少年男子 市川 光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校 M po sc
8 少年男子 今岡 新太 ｲﾏｵｶ ｱﾗﾀ 北桑田高校 M 1km sc
9 少年男子 岡本 勝哉 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 北桑田高校 M sp 1km

10 少年男子 奥地 龍人 ｵｸﾁ ﾘｭｳﾄ 北桑田高校 M po sc
11 少年男子 川村 峻輝 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｷ 北桑田高校 M ke 1km
12 少年男子 小池 陽斗 ｺｲｹ ｱｷﾄ 北桑田高校 M po sc
13 少年男子 四宮 寛人 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 北桑田高校 M 1km sc
14 少年男子 白川 隆太 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ 北桑田高校 M 1km sc
15 少年男子 髙倉 廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田高校 M po sc
16 少年男子 野田 卓稔 ﾉﾀﾞﾀｸﾐ 北桑田高校 M ke 1km
17 少年男子 藤田 黎明 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 北桑田高校 M po sc
18 少年男子 松山 福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田高校 M 1km sc
19 少年男子 安井 悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ 北桑田高校 M po sc
20 少年男子 谷内 健太 ﾔﾁ ｹﾝﾀ 北桑田高校 M po sc
21 少年男子 山口 海翔 ﾔﾏｸﾞﾁｶｲﾄ 北桑田高校 M ke 1km
22 少年男子 山品 純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校 M po 1km
23 少年男子 岡本 友汰 おかもとゆうた 鴨沂高校 M 1.18.00 13 po sc
24 少年男子 吉田 圭吾 よしだけいご 向陽高校 M 1.9.7 12.1 po １ｋｍ

25 少年男子 金田 将英 かねだしょうえい 京都府立向陽高等学 M 1.16.73 12.6 sp sc
26 少年男子 見瀬 矩慧 みせ たださと 向陽高校 M 1.17.60 12.7 １ｋｍ sc
27 少年男子 高木 英行 たかぎ ひでゆき PRT KOSEKI M 1.12.00 11.6 po sc
28 少年男子 小西 優太郎 こにし ゆうたろう 花園高等学校 M 1.20.00 16.57 １ｋｍ

29 少年男子 小谷 直生 こたに　なおき 北稜高校 M 1.17.50 12.5 po sc
30 少年男子 藤井 響流 ふじいこうる 鴨沂高校 M 1.18.00 13,00 １ｋｍ sc
31 少年男子 福原 名月 ふくはら なづき 向陽高校 M 1.13.39 11.72 sp ke
32 少年男子 平井 杏周 ひらい　あんしゅう 北稜高校 M 1.18.00 12.9 ke １ｋｍ

33 少年男子 平田 空真 ひらた　そま 北稜高校 M 1.18.00 12.9 po sc
34 少年男子 弥村 皆斗 やむら みなと 花園高校 M 1.12.00 12.4 sc

3 5 13 14 19
35 成年男子 安田 開 やすだかい 日本体育大学 M 1.09.27 11.49 po sc
36 成年男子 溝口 智貴 みぞぐち ともき 京都産業大学 M 1.11.00 11.8 po １ｋｍ sc
37 成年男子 今村 有亨 いまむら　ありみち PRT KOSEKI M 1.17.15 12.531 sp ke
38 成年男子 草場 啓吾 くさば　けいご 日本大学 M 1.07.42 11.292 sp １ｋｍ

39 成年男子 村田 瑞季 むらたみずき 中央大学 M 1.06.6 11.02 sp １ｋｍ

40 成年男子 竹村 拓 たけむらたく 明治大学 M 1.13.0 12 sp po sc
41 成年男子 道城 海地 どうじょうかいち 同志社大学 M 1.08.306 11.7 ke １ｋｍ

42 成年男子 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学 M 1.07.52 11.3 sp ke sc
5 3 3 4 4

43 滋賀成年 川島　　洋 かわしま　ひろし 滋賀大津市 ke tt
44 滋賀成年 寺岡　敦史 てらおか　あつし 滋賀草津市 ke
45 滋賀成年 小西　良章 こにし　よしあき 滋賀守山市 ke tt
46 滋賀成年 西村　　剛 にしむら　たけし 滋賀野洲市 po sc
47 滋賀成年 井上　人志 いのうえ　ひとし 滋賀近江八幡市 tt sc

3 1 3 2
48 滋賀少年 中村　将慶 なかむら　まさちか 瀬田工業高校 sp tt
49 滋賀少年 橋　　央将 はし　のりまさ 瀬田工業高校 tt sc
50 滋賀少年 丸毛　立喜 まるも　りっき 瀬田工業高校 sp tt
51 滋賀少年 山本　和瑳 やまもと　かずさ 瀬田工業高校 po tt
52 滋賀少年 空木　拓海 うつろぎ　たくみ 瀬田工業高校 sp tt
53 滋賀少年 雁行　大聖 かりゆき　たいせい 瀬田工業高校 sp tt
54 滋賀少年 桐井　優輔 きりい　ゆうすけ 瀬田工業高校 sp tt
55 滋賀少年 高本　　空 たかもと　そら 瀬田工業高校 sp tt

6 1 8 1

女子についてはKE5名、SC5名、TTなのでどれも一発勝負

少年についてはsp3名、keは5名で一発、po13名で一発、SC19名で一発

成年はやっかい  sp5名なので1/2予選から、keは3名（滋賀３合わせて6名）なので一発、poは不成立、scは4（滋賀2名合わせて）６名でやるか

滋賀少年はspが予選から1/2へ、poは不成立とするか京都の少年に入れる、SCは京都の少年へ


