
第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 Men Asian 20km Race Walking Championships】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考

NR NR

1 6 SUZUKI, Yusuke ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 　 日本 0:19:04 0:38:06 (0:19:02) 0:57:15 (0:19:09) 1:16:36 (0:19:21) WR,AR,NR

2 7 KIM,Hyunsub ｷﾑ･ﾋｮﾝｽﾌﾟ 　 韓国 0:19:41 0:39:28 (0:19:47) 0:59:20 (0:19:52) 1:19:13 (0:19:53) NR

3 3 SINGH,Baljinder ﾊﾞﾙｼﾞﾝﾃﾃﾞﾙ･ｼﾝ 　 インド 0:20:28 0:41:17 (0:20:49) 1:02:13 (0:20:56) 1:22:58 (0:20:45)

4 1 WANG,Mingli ﾜﾝ･ﾐﾝﾘ 　 中国 0:21:08 0:42:29 (0:21:21) 1:04:17 (0:21:48) 1:26:36 (0:22:19)

5 4 HENDRO ﾍﾝﾄﾞﾛ 　 インドネシア 0:21:43 0:43:37 (0:21:54) 1:05:43 (0:22:06) 1:27:54 (0:22:11) NR

6 9 MOHAMED,Mabrook Saleh N ﾏﾌﾞﾙｸｻﾚｰ･ﾓﾊﾒﾄﾞ 　 カタール 0:20:51 0:43:09 (0:22:18) 1:06:37 (0:23:28) 1:32:57 (0:26:20) NR

7 8 HARUN,Muhammad Khairil Harith ﾑﾊﾏﾄﾞ･ﾊｲﾘﾙ･ﾊﾘｽ･ﾊﾙﾝ マレーシア 0:22:36 0:45:01 (0:22:25) 1:07:41 (0:22:40) 1:30:41 (0:23:00)

8 2 TSE,Chun Hung ｼｪ･ｼﾞｪﾝｼｫｰﾝ 　 中国・香港 0:22:36 0:45:20 (0:22:44) 1:07:57 (0:22:37) 1:30:13 (0:22:16)

9 11 CHANG,Weilin ｼﾞｬﾝ･ｳｪｰﾘﾝ 　 チャイニーズ・タイペイ 0:22:33 0:46:03 (0:23:30) 1:09:49 (0:23:46) 1:33:00 (0:23:11)

10 10 DONG,Dexin ﾃﾞｸｼﾝ･ﾄﾞﾝ 　 シンガポール 0:28:52 0:58:00 (0:29:08) 1:26:47 (0:28:47) 1:54:31 (0:27:44)

DNS 5 ZOORAVAND,Hamidreza ﾊﾐﾄﾞﾚｻﾞ･ｽﾞｰﾗﾊﾞﾝﾄﾞ 　 イラン
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【 男子全日本　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
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順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考

NR NR

1 6 SUZUKI, Yusuke ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 　 日本 0:19:04 0:38:06 (0:19:02) 0:57:15 (0:19:09) 1:16:36 (0:19:21) WR,AR,NR

2 21 藤澤　勇 ﾌｼﾞｻﾜ ｲｻﾑ 東京 ALSOK 0:19:40 0:39:25 (0:19:45) 0:59:18 (0:19:53) 1:19:08 (0:19:50)

3 42 松永　大介 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 東洋大学 0:19:40 0:39:25 (0:19:45) 0:59:18 (0:19:53) 1:19:08 (0:19:50)

4 41 小林　快 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 秋田 早稲田大学 0:19:40 0:39:28 (0:19:48) 0:59:18 (0:19:50) 1:19:12 (0:19:54)

5 22 丸尾　知司 ﾏﾙｵ ｻﾄｼ 和歌山 和歌山県教育庁 0:19:41 0:39:29 (0:19:48) 0:59:33 (0:20:04) 1:19:42 (0:20:09)

6 44 野田　明宏 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪 明治大学 0:19:41 0:39:29 (0:19:48) 0:59:39 (0:20:10) 1:20:08 (0:20:29)

7 46 山西　利和 ﾔﾏﾆｼ ﾄｼｶｽﾞ 京都 京都大学 0:19:47 0:40:13 (0:20:26) 1:01:03 (0:20:50) 1:21:20 (0:20:17)

8 43 及川　文隆 ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾀｶ 愛知 東洋大学 0:20:26 0:41:24 (0:20:58) 1:02:13 (0:20:49) 1:23:05 (0:20:52)

9 56 田坂　剛志 ﾀｻｶ ﾂﾖｼ 愛知 至学館大学 0:20:44 0:41:32 (0:20:48) 1:02:19 (0:20:47) 1:23:44 (0:21:25)

10 50 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞ 愛知 順天堂大学 0:20:42 0:41:44 (0:21:02) 1:03:00 (0:21:16) 1:24:19 (0:21:19)

11 51 後藤　秀斗 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 京都 順天堂大学 0:20:44 0:41:45 (0:21:01) 1:03:00 (0:21:15) 1:24:30 (0:21:30)

12 53 塩島　亮太 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 長野 明治大学 0:20:45 0:41:53 (0:21:08) 1:03:22 (0:21:29) 1:25:05 (0:21:43)

13 67 斉藤　凱 ｻｲﾄｳ ｶﾞｲ 愛知 平成国際大学 0:20:43 0:41:32 (0:20:49) 1:03:17 (0:21:45) 1:25:14 (0:21:57)

14 75 中尾　譲 ﾅｶｵ ﾕｽﾞﾙ 岡山 山梨学院大学 0:21:08 0:42:29 (0:21:21) 1:03:51 (0:21:22) 1:25:36 (0:21:45)

15 49 山口　壱平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｯﾍﾟｲ 東京 明治大学 0:20:44 0:41:50 (0:21:06) 1:04:27 (0:22:37) 1:26:34 (0:22:07)

16 61 渡邉　成陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 神奈川 東京大学 0:21:39 0:43:22 (0:21:43) 1:05:11 (0:21:49) 1:26:37 (0:21:26)

17 57 佐久間　貴弘 ｻｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 秋田 順天堂大学院 0:21:25 0:43:04 (0:21:39) 1:05:12 (0:22:08) 1:26:40 (0:21:28)

18 48 楜澤　湧希 ｸﾙﾐｻﾜ ﾕｳｷ 埼玉 国士舘大学 0:21:08 0:42:32 (0:21:24) 1:04:35 (0:22:03) 1:26:58 (0:22:23)

19 62 洪　肇祐 ｺｳ ﾊﾂﾕｳ 東京 山梨学院大学 0:21:24 0:43:04 (0:21:40) 1:05:12 (0:22:08) 1:27:56 (0:22:44)

20 54 三上　裕 ﾐｶﾐ ﾕｳ 北海道 山梨学院大学 0:21:24 0:43:04 (0:21:40) 1:05:12 (0:22:08) 1:28:13 (0:23:01)

21 71 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 愛知 至学館大学 0:21:39 0:43:22 (0:21:43) 1:05:12 (0:21:50) 1:28:25 (0:23:13)

22 85 遠藤　克也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 群馬 東京農業大学 0:21:23 0:43:09 (0:21:46) 1:05:37 (0:22:28) 1:28:28 (0:22:51)

23 52 石田　研摩 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾏ 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学 0:21:08 0:42:29 (0:21:21) 1:04:53 (0:22:24) 1:28:44 (0:23:51)

24 63 村井　雄紀 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 静岡 日本大学 0:20:56 0:42:33 (0:21:37) 1:05:20 (0:22:47) 1:28:50 (0:23:30)

25 58 谷口　哲也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 鹿児島 小松短期大学 0:21:34 0:43:56 (0:22:22) 1:06:25 (0:22:29) 1:29:09 (0:22:44)

26 45 山下　優嘉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 富山 東洋大学 0:19:56 0:43:51 (0:23:55) 1:07:09 (0:23:18) 1:29:16 (0:22:07)

27 78 岡田　健太 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 三重 至学館大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:07:09 (0:22:17) 1:29:31 (0:22:22)

28 30 牧谷　大樹 ﾏｷﾀﾆ ﾋﾛｷ 滋賀 滋賀学園高校 0:20:50 0:42:30 (0:21:40) 1:05:22 (0:22:52) 1:29:54 (0:24:32)

29 83 福田　剛生 ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳｷ 石川 平成国際大学 0:22:19 0:44:51 (0:22:32) 1:07:14 (0:22:23) 1:29:57 (0:22:43)

30 70 小脇　康平 ｺﾜｷ ｺｳﾍｲ 香川 龍谷大学 0:21:47 0:43:56 (0:22:09) 1:06:48 (0:22:52) 1:29:59 (0:23:11)

31 90 風間　公佑 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 北海道 北翔大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:07:09 (0:22:17) 1:30:24 (0:23:15)

32 107 高橋　直己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 埼玉 東京学芸大学 0:22:20 0:44:51 (0:22:31) 1:07:20 (0:22:29) 1:30:33 (0:23:13)

33 120 山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 京都 関西学院大学 0:22:09 0:44:21 (0:22:12) 1:07:09 (0:22:48) 1:31:04 (0:23:55)

34 114 大嶋　悠斗 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 三重 中京大学 0:22:21 0:44:52 (0:22:31) 1:07:11 (0:22:19) 1:31:05 (0:23:54)

35 110 柳澤　優斗 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 長野 福井工業大学 0:21:50 0:44:07 (0:22:17) 1:07:05 (0:22:58) 1:31:05 (0:24:00)

36 86 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 広島 明治大学 0:22:36 0:45:01 (0:22:25) 1:07:43 (0:22:42) 1:31:27 (0:23:44)

37 105 吉永　宗一郎 ﾖｼﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 長崎 福岡大学 0:21:45 0:44:21 (0:22:36) 1:07:19 (0:22:58) 1:31:37 (0:24:18)

38 87 有益　宏樹 ｱﾘﾏｽ ﾋﾛｷ 青森 弘前大学 0:22:17 0:44:51 (0:22:34) 1:07:29 (0:22:38) 1:31:58 (0:24:29)

39 26 大楽　享平 ﾀﾞｲﾗｸ ｷｮｳﾍｲ 滋賀 滋賀学園高校 0:22:20 0:45:21 (0:23:01) 1:09:00 (0:23:39) 1:32:17 (0:23:17)

40 27 髙取　恭一 ﾀｶﾄﾘ ｷｮｳｲﾁ 滋賀 滋賀学園高校 0:21:35 0:45:02 (0:23:27) 1:09:25 (0:24:23) 1:32:24 (0:22:59)

41 98 遠山　拓馬 ﾄｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 岡山 小松短期大学 0:21:47 0:44:35 (0:22:48) 1:09:00 (0:24:25) 1:32:25 (0:23:25)

42 117 大本　康平 ｵｵﾓﾄ ｺｳﾍｲ 京都 京都大学 0:22:20 0:45:02 (0:22:42) 1:08:35 (0:23:33) 1:32:35 (0:24:00)

43 69 鎗田　悠一 ﾔﾘﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉 山梨学院大学 0:22:21 0:44:51 (0:22:30) 1:08:20 (0:23:29) 1:32:38 (0:24:18)

44 32 島田　尚輝 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 千葉県立銚子商業高校 0:21:48 0:44:03 (0:22:15) 1:07:54 (0:23:51) 1:32:47 (0:24:53)

45 108 小関　世騎 ｺｾｷ ﾄｼｷ 東京 国士舘大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:08:00 (0:23:08) 1:33:02 (0:25:02)

46 74 加洲　陽太 ｶｼｭｳ ﾖｳﾀ 愛媛 青山学院大学 0:22:22 0:45:14 (0:22:52) 1:08:35 (0:23:21) 1:33:04 (0:24:29)

47 80 天川　康太郎 ｱﾏｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 山梨学院大学 0:23:07 0:45:55 (0:22:48) 1:09:35 (0:23:40) 1:33:04 (0:23:29)

48 64 小林　久人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄ 愛知 山梨学院大学 0:22:20 0:45:02 (0:22:42) 1:08:35 (0:23:33) 1:33:06 (0:24:31)

49 66 髙橋　涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 長野 順天堂大学 0:22:32 0:45:55 (0:23:23) 1:09:32 (0:23:37) 1:33:45 (0:24:13)

50 84 山口　正洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 大阪 大阪大学 0:22:57 0:46:19 (0:23:22) 1:10:08 (0:23:49) 1:33:48 (0:23:40)
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【 男子全日本　20km競歩 】
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順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考10km 15km 20km

51 111 清家　将徳 ｾｲｹ ﾏｻﾉﾘ 愛媛 福山大学 0:22:29 0:45:40 (0:23:11) 1:09:55 (0:24:15) 1:34:32 (0:24:37)

52 113 田中　雄也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 京都 京都大学 0:22:57 0:46:18 (0:23:21) 1:10:29 (0:24:11) 1:34:42 (0:24:13)

53 96 長澤　匠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学 0:22:36 0:45:43 (0:23:07) 1:09:40 (0:23:57) 1:34:48 (0:25:08)

54 116 棟重　賢治 ﾑﾈｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 東京 東京大学 0:23:49 0:47:29 (0:23:40) 1:11:08 (0:23:39) 1:35:33 (0:24:25)

55 68 井上　尚孝 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾀｶ 兵庫 山梨学院大学 0:22:34 0:46:25 (0:23:51) 1:11:04 (0:24:39) 1:35:36 (0:24:32)

56 101 福島　優太 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 埼玉 日本大学 0:21:33 0:43:22 (0:21:49) 1:10:19 (0:26:57) 1:35:43 (0:25:24)

57 31 土濃塚　渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 埼玉 さいたま市陸協 0:23:51 0:47:29 (0:23:38) 1:11:24 (0:23:55) 1:35:54 (0:24:30)

58 79 宇野　文貴 ｳﾉ ﾌﾐﾀｶ 富山 東京大学 0:23:49 0:48:29 (0:24:40) 1:13:22 (0:24:53) 1:36:30 (0:23:08)

59 81 植木　貴洋 ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ 広島 広島経済大学 0:22:22 0:46:38 (0:24:16) 1:11:16 (0:24:38) 1:36:35 (0:25:19)

60 92 冨塚　賢弥 ﾄﾐﾂｶ ｹﾝﾔ 秋田 北海道大学 0:23:00 0:47:12 (0:24:12) 1:11:52 (0:24:40) 1:36:42 (0:24:50)

61 76 大沼　太陽 ｵｵﾇﾏ ﾀｲﾖｳ 静岡 山梨学院大学 0:22:16 0:45:05 (0:22:49) 1:09:56 (0:24:51) 1:36:43 (0:26:47)

62 94 奥野　哲弥 ｵｸﾉ ﾃﾂﾔ 石川 筑波大学 0:22:50 0:46:32 (0:23:42) 1:11:10 (0:24:38) 1:37:14 (0:26:04)

63 65 浦田　楓馬 ｳﾗﾀ ﾌｳﾏ 京都 順天堂大学 0:21:25 0:43:05 (0:21:40) 1:06:34 (0:23:29) 1:37:25 (0:30:51)

64 119 秋野　光哉 ｱｷﾉ ﾐﾂﾔ 愛知 東京学芸大学 0:23:49 0:47:28 (0:23:39) 1:12:26 (0:24:58) 1:37:41 (0:25:15)

65 112 海老原　脩 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭｳ 京都 京都大学 0:22:50 0:46:18 (0:23:28) 1:11:06 (0:24:48) 1:37:44 (0:26:38)

66 29 中村　耀晶 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾏｻ 滋賀 滋賀学園高校 0:23:20 0:47:55 (0:24:35) 1:13:37 (0:25:42) 1:38:43 (0:25:06)

67 91 満保　敬太 ﾏﾝﾎﾞ ｹｲﾀ 北海道 小樽商科大学 0:23:50 0:47:29 (0:23:39) 1:11:33 (0:24:04) 1:39:01 (0:27:28)

68 59 菅浪　裕也 ｽｶﾞﾅﾐ ﾕｳﾔ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学 0:23:25 0:48:25 (0:25:00) 1:14:34 (0:26:09) 1:39:01 (0:24:27)

69 24 平田　幹樹 ﾋﾗﾀ ﾓﾄｷ 神奈川 明大同好会 0:23:50 0:48:01 (0:24:11) 1:13:17 (0:25:16) 1:39:47 (0:26:30)

70 28 川田　敦斗 ｶﾜﾀ ｱﾂﾄ 滋賀 滋賀学園高校 0:23:50 0:48:53 (0:25:03) 1:13:57 (0:25:04) 1:40:09 (0:26:12)

71 82 中川　岳士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 滋賀 北海道大学 0:20:53 0:43:04 (0:22:11) 1:13:12 (0:30:08) 1:42:02 (0:28:50)

72 121 土門　晃大 ﾄﾞﾓﾝ ｱｷﾋﾛ 山形 山形大学 0:23:22 0:47:40 (0:24:18) 1:13:07 (0:25:27) 1:42:58 (0:29:51)

73 122 青柳　至 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨 日本大学 0:23:30 0:48:25 (0:24:55) 1:14:33 (0:26:08) 1:43:31 (0:28:58)

74 118 佐々木　信春 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ 宮城 東北学院大学 0:23:52 0:48:53 (0:25:01) 1:15:56 (0:27:03) 1:44:11 (0:28:15)

75 115 村上　貴史 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 大阪 岩手大学 0:23:05 0:47:22 (0:24:17) 1:14:03 (0:26:41) 1:44:30 (0:30:27)

76 23 早川　晃司 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 熊本 熊本陸協 0:23:51 0:47:36 (0:23:45) 1:13:41 (0:26:05) 1:45:12 (0:31:31)

77 104 平田　准也 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城 立教大学 0:22:21 0:46:38 (0:24:17) 1:13:19 (0:26:41) 1:46:22 (0:33:03)

78 99 木村　克也 ｷﾑﾗ ｶﾂﾔ 神奈川 法政大学 0:23:01 0:47:33 (0:24:32) 1:15:53 (0:28:20) 1:49:11 (0:33:18)

79 93 大東　優太 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾀ 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学 0:22:22 0:46:33 (0:24:11) 1:20:06 (0:33:33) 1:54:18 (0:34:12)

DQ 77 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 大阪 同志社大学 0:22:16 0:44:26 (0:22:10) 1:07:09 (0:22:43) W3

DQ 95 寺澤　望 ﾃﾗｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 埼玉 日本薬科大学 0:21:48 W2

DNF 88 市川　和明 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 山梨 山梨学院大学 0:23:55 0:48:31 (0:24:36)

DNF 72 榊　涼季 ｻｶｷ ﾘｮｳｷ 秋田 山梨学院大学 0:23:31

DNF 89 宝満　正嗣 ﾎｳﾏﾝ ﾏｻﾂｸﾞ 福岡 岩手大学 0:25:25
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【 男子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考

1 42 松永　大介 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 東洋大学 0:19:40 0:39:25 (0:19:45) 0:59:18 (0:19:53) 1:19:08 (0:19:50)

2 41 小林　快 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 秋田 早稲田大学 0:19:40 0:39:28 (0:19:48) 0:59:18 (0:19:50) 1:19:12 (0:19:54)

3 44 野田　明宏 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪 明治大学 0:19:41 0:39:29 (0:19:48) 0:59:39 (0:20:10) 1:20:08 (0:20:29)

4 46 山西　利和 ﾔﾏﾆｼ ﾄｼｶｽﾞ 京都 京都大学 0:19:47 0:40:13 (0:20:26) 1:01:03 (0:20:50) 1:21:20 (0:20:17)

5 43 及川　文隆 ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾀｶ 愛知 東洋大学 0:20:26 0:41:24 (0:20:58) 1:02:13 (0:20:49) 1:23:05 (0:20:52)

6 56 田坂　剛志 ﾀｻｶ ﾂﾖｼ 愛知 至学館大学 0:20:44 0:41:32 (0:20:48) 1:02:19 (0:20:47) 1:23:44 (0:21:25)

7 50 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞ 愛知 順天堂大学 0:20:42 0:41:44 (0:21:02) 1:03:00 (0:21:16) 1:24:19 (0:21:19)

8 51 後藤　秀斗 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 京都 順天堂大学 0:20:44 0:41:45 (0:21:01) 1:03:00 (0:21:15) 1:24:30 (0:21:30)

9 53 塩島　亮太 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 長野 明治大学 0:20:45 0:41:53 (0:21:08) 1:03:22 (0:21:29) 1:25:05 (0:21:43)

10 67 斉藤　凱 ｻｲﾄｳ ｶﾞｲ 愛知 平成国際大学 0:20:43 0:41:32 (0:20:49) 1:03:17 (0:21:45) 1:25:14 (0:21:57)

11 75 中尾　譲 ﾅｶｵ ﾕｽﾞﾙ 岡山 山梨学院大学 0:21:08 0:42:29 (0:21:21) 1:03:51 (0:21:22) 1:25:36 (0:21:45)

12 49 山口　壱平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｯﾍﾟｲ 東京 明治大学 0:20:44 0:41:50 (0:21:06) 1:04:27 (0:22:37) 1:26:34 (0:22:07)

13 61 渡邉　成陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 神奈川 東京大学 0:21:39 0:43:22 (0:21:43) 1:05:11 (0:21:49) 1:26:37 (0:21:26)

14 57 佐久間　貴弘 ｻｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 秋田 順天堂大学院 0:21:25 0:43:04 (0:21:39) 1:05:12 (0:22:08) 1:26:40 (0:21:28)

15 48 楜澤　湧希 ｸﾙﾐｻﾜ ﾕｳｷ 埼玉 国士舘大学 0:21:08 0:42:32 (0:21:24) 1:04:35 (0:22:03) 1:26:58 (0:22:23)

16 62 洪　肇祐 ｺｳ ﾊﾂﾕｳ 東京 山梨学院大学 0:21:24 0:43:04 (0:21:40) 1:05:12 (0:22:08) 1:27:56 (0:22:44)

17 54 三上　裕 ﾐｶﾐ ﾕｳ 北海道 山梨学院大学 0:21:24 0:43:04 (0:21:40) 1:05:12 (0:22:08) 1:28:13 (0:23:01)

18 71 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 愛知 至学館大学 0:21:39 0:43:22 (0:21:43) 1:05:12 (0:21:50) 1:28:25 (0:23:13)

19 85 遠藤　克也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 群馬 東京農業大学 0:21:23 0:43:09 (0:21:46) 1:05:37 (0:22:28) 1:28:28 (0:22:51)

20 52 石田　研摩 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾏ 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学 0:21:08 0:42:29 (0:21:21) 1:04:53 (0:22:24) 1:28:44 (0:23:51)

21 63 村井　雄紀 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 静岡 日本大学 0:20:56 0:42:33 (0:21:37) 1:05:20 (0:22:47) 1:28:50 (0:23:30)

22 58 谷口　哲也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 鹿児島 小松短期大学 0:21:34 0:43:56 (0:22:22) 1:06:25 (0:22:29) 1:29:09 (0:22:44)

23 45 山下　優嘉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶﾞ 富山 東洋大学 0:19:56 0:43:51 (0:23:55) 1:07:09 (0:23:18) 1:29:16 (0:22:07)

24 78 岡田　健太 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 三重 至学館大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:07:09 (0:22:17) 1:29:31 (0:22:22)

25 83 福田　剛生 ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳｷ 石川 平成国際大学 0:22:19 0:44:51 (0:22:32) 1:07:14 (0:22:23) 1:29:57 (0:22:43)

26 70 小脇　康平 ｺﾜｷ ｺｳﾍｲ 香川 龍谷大学 0:21:47 0:43:56 (0:22:09) 1:06:48 (0:22:52) 1:29:59 (0:23:11)

27 90 風間　公佑 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 北海道 北翔大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:07:09 (0:22:17) 1:30:24 (0:23:15)

28 107 高橋　直己 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 埼玉 東京学芸大学 0:22:20 0:44:51 (0:22:31) 1:07:20 (0:22:29) 1:30:33 (0:23:13)

29 120 山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 京都 関西学院大学 0:22:09 0:44:21 (0:22:12) 1:07:09 (0:22:48) 1:31:04 (0:23:55)

30 114 大嶋　悠斗 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾄ 三重 中京大学 0:22:21 0:44:52 (0:22:31) 1:07:11 (0:22:19) 1:31:05 (0:23:54)

31 110 柳澤　優斗 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 長野 福井工業大学 0:21:50 0:44:07 (0:22:17) 1:07:05 (0:22:58) 1:31:05 (0:24:00)

32 86 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 広島 明治大学 0:22:36 0:45:01 (0:22:25) 1:07:43 (0:22:42) 1:31:27 (0:23:44)

33 105 吉永　宗一郎 ﾖｼﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 長崎 福岡大学 0:21:45 0:44:21 (0:22:36) 1:07:19 (0:22:58) 1:31:37 (0:24:18)

34 87 有益　宏樹 ｱﾘﾏｽ ﾋﾛｷ 青森 弘前大学 0:22:17 0:44:51 (0:22:34) 1:07:29 (0:22:38) 1:31:58 (0:24:29)

35 98 遠山　拓馬 ﾄｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 岡山 小松短期大学 0:21:47 0:44:35 (0:22:48) 1:09:00 (0:24:25) 1:32:25 (0:23:25)

36 117 大本　康平 ｵｵﾓﾄ ｺｳﾍｲ 京都 京都大学 0:22:20 0:45:02 (0:22:42) 1:08:35 (0:23:33) 1:32:35 (0:24:00)

37 69 鎗田　悠一 ﾔﾘﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉 山梨学院大学 0:22:21 0:44:51 (0:22:30) 1:08:20 (0:23:29) 1:32:38 (0:24:18)

38 108 小関　世騎 ｺｾｷ ﾄｼｷ 東京 国士舘大学 0:22:20 0:44:52 (0:22:32) 1:08:00 (0:23:08) 1:33:02 (0:25:02)

39 74 加洲　陽太 ｶｼｭｳ ﾖｳﾀ 愛媛 青山学院大学 0:22:22 0:45:14 (0:22:52) 1:08:35 (0:23:21) 1:33:04 (0:24:29)

40 80 天川　康太郎 ｱﾏｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 山梨学院大学 0:23:07 0:45:55 (0:22:48) 1:09:35 (0:23:40) 1:33:04 (0:23:29)

41 64 小林　久人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄ 愛知 山梨学院大学 0:22:20 0:45:02 (0:22:42) 1:08:35 (0:23:33) 1:33:06 (0:24:31)

42 66 髙橋　涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 長野 順天堂大学 0:22:32 0:45:55 (0:23:23) 1:09:32 (0:23:37) 1:33:45 (0:24:13)

43 84 山口　正洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 大阪 大阪大学 0:22:57 0:46:19 (0:23:22) 1:10:08 (0:23:49) 1:33:48 (0:23:40)

44 111 清家　将徳 ｾｲｹ ﾏｻﾉﾘ 愛媛 福山大学 0:22:29 0:45:40 (0:23:11) 1:09:55 (0:24:15) 1:34:32 (0:24:37)

45 113 田中　雄也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 京都 京都大学 0:22:57 0:46:18 (0:23:21) 1:10:29 (0:24:11) 1:34:42 (0:24:13)

46 96 長澤　匠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学 0:22:36 0:45:43 (0:23:07) 1:09:40 (0:23:57) 1:34:48 (0:25:08)

47 116 棟重　賢治 ﾑﾈｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 東京 東京大学 0:23:49 0:47:29 (0:23:40) 1:11:08 (0:23:39) 1:35:33 (0:24:25)

48 68 井上　尚孝 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾀｶ 兵庫 山梨学院大学 0:22:34 0:46:25 (0:23:51) 1:11:04 (0:24:39) 1:35:36 (0:24:32)

49 101 福島　優太 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 埼玉 日本大学 0:21:33 0:43:22 (0:21:49) 1:10:19 (0:26:57) 1:35:43 (0:25:24)

50 79 宇野　文貴 ｳﾉ ﾌﾐﾀｶ 富山 東京大学 0:23:49 0:48:29 (0:24:40) 1:13:22 (0:24:53) 1:36:30 (0:23:08)
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協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 男子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考10km 15km 20km

51 81 植木　貴洋 ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ 広島 広島経済大学 0:22:22 0:46:38 (0:24:16) 1:11:16 (0:24:38) 1:36:35 (0:25:19)

52 92 冨塚　賢弥 ﾄﾐﾂｶ ｹﾝﾔ 秋田 北海道大学 0:23:00 0:47:12 (0:24:12) 1:11:52 (0:24:40) 1:36:42 (0:24:50)

53 76 大沼　太陽 ｵｵﾇﾏ ﾀｲﾖｳ 静岡 山梨学院大学 0:22:16 0:45:05 (0:22:49) 1:09:56 (0:24:51) 1:36:43 (0:26:47)

54 94 奥野　哲弥 ｵｸﾉ ﾃﾂﾔ 石川 筑波大学 0:22:50 0:46:32 (0:23:42) 1:11:10 (0:24:38) 1:37:14 (0:26:04)

55 65 浦田　楓馬 ｳﾗﾀ ﾌｳﾏ 京都 順天堂大学 0:21:25 0:43:05 (0:21:40) 1:06:34 (0:23:29) 1:37:25 (0:30:51)

56 119 秋野　光哉 ｱｷﾉ ﾐﾂﾔ 愛知 東京学芸大学 0:23:49 0:47:28 (0:23:39) 1:12:26 (0:24:58) 1:37:41 (0:25:15)

57 112 海老原　脩 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｭｳ 京都 京都大学 0:22:50 0:46:18 (0:23:28) 1:11:06 (0:24:48) 1:37:44 (0:26:38)

58 91 満保　敬太 ﾏﾝﾎﾞ ｹｲﾀ 北海道 小樽商科大学 0:23:50 0:47:29 (0:23:39) 1:11:33 (0:24:04) 1:39:01 (0:27:28)

59 59 菅浪　裕也 ｽｶﾞﾅﾐ ﾕｳﾔ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学 0:23:25 0:48:25 (0:25:00) 1:14:34 (0:26:09) 1:39:01 (0:24:27)

60 82 中川　岳士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 滋賀 北海道大学 0:20:53 0:43:04 (0:22:11) 1:13:12 (0:30:08) 1:42:02 (0:28:50)

61 121 土門　晃大 ﾄﾞﾓﾝ ｱｷﾋﾛ 山形 山形大学 0:23:22 0:47:40 (0:24:18) 1:13:07 (0:25:27) 1:42:58 (0:29:51)

62 122 青柳　至 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨 日本大学 0:23:30 0:48:25 (0:24:55) 1:14:33 (0:26:08) 1:43:31 (0:28:58)

63 118 佐々木　信春 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ 宮城 東北学院大学 0:23:52 0:48:53 (0:25:01) 1:15:56 (0:27:03) 1:44:11 (0:28:15)

64 115 村上　貴史 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 大阪 岩手大学 0:23:05 0:47:22 (0:24:17) 1:14:03 (0:26:41) 1:44:30 (0:30:27)

65 104 平田　准也 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城 立教大学 0:22:21 0:46:38 (0:24:17) 1:13:19 (0:26:41) 1:46:22 (0:33:03)

66 99 木村　克也 ｷﾑﾗ ｶﾂﾔ 神奈川 法政大学 0:23:01 0:47:33 (0:24:32) 1:15:53 (0:28:20) 1:49:11 (0:33:18)

67 93 大東　優太 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾀ 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学 0:22:22 0:46:33 (0:24:11) 1:20:06 (0:33:33) 1:54:18 (0:34:12)

DQ 77 清水　陽介 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 大阪 同志社大学 0:22:16 0:44:26 (0:22:10) 1:07:09 (0:22:43) W3

DQ 95 寺澤　望 ﾃﾗｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 埼玉 日本薬科大学 0:21:48 W2

DNF 88 市川　和明 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 山梨 山梨学院大学 0:23:55 0:48:31 (0:24:36)

DNF 72 榊　涼季 ｻｶｷ ﾘｮｳｷ 秋田 山梨学院大学 0:23:31

DNF 89 宝満　正嗣 ﾎｳﾏﾝ ﾏｻﾂｸﾞ 福岡 岩手大学 0:25:25



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟
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会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 Women Asian 20km Race Walking Championships】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   11:35:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 201 HOU,Yongbo ﾎｳ･ﾖﾝﾎﾞ 　 中国 0:22:25 0:44:45 (0:22:20) 1:07:00 (0:22:15) 1:29:25 (0:22:25)

2 203 OKADA,Kumiko ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 　 日本 0:22:02 0:44:06 (0:22:04) 1:06:38 (0:22:32) 1:29:46 (0:23:08)

3 204 JEON,Yeongeun ﾁｮﾝ･ﾖﾝｳﾝ 　 韓国 0:22:27 0:44:56 (0:22:29) 1:07:41 (0:22:45) 1:30:35 (0:22:54)

4 208 SAPANA サパナ インド 0:23:12 0:46:56 (0:23:44) 1:11:19 (0:24:23) 1:35:36 (0:24:17)

5 202 CHING,Siu Nga ﾁｪﾖﾝ･ｼｬｵﾔｰ 　 中国・香港 0:23:49 0:48:08 (0:24:19) 1:12:52 (0:24:44) 1:38:26 (0:25:34)

6 803 LING YIN,Elena Goh ｴﾚﾅ･ｺﾞｰ･ﾘﾝ･ｲﾝ 　 マレーシア 0:24:24 0:49:53 (0:25:29) 1:16:29 (0:26:36) 1:42:57 (0:26:28)

7 207 CHANG,Chiafeng ｼﾞｬﾝ･ｼﾞｱﾌｫﾝ 　 チャイニーズ・タイペイ 0:24:55 0:51:15 (0:26:20) 1:18:08 (0:26:53) 1:44:53 (0:26:45)

8 206 TAN,Rei Hsi Natalie ﾅﾀﾘｰ･ﾀﾝ 　 シンガポール 0:34:10 1:08:15 (0:34:05) 1:42:07 (0:33:52) 2:14:33 (0:32:26)
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後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟
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【 女子全日本　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   11:35:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 203 OKADA,Kumiko ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 　 日本 0:22:02 0:44:06 (0:22:04) 1:06:38 (0:22:32) 1:29:46 (0:23:08)

2 214 淺田　千安芸 ｱｻﾀﾞ ﾁｱｷ 福岡 ＤＮＰ西日本 0:22:25 0:44:57 (0:22:32) 1:07:53 (0:22:56) 1:31:28 (0:23:35)

3 211 井上　麗 ｲﾉｳｴ ﾚｲ 岡山 天満屋 0:22:58 0:46:03 (0:23:05) 1:09:29 (0:23:26) 1:33:04 (0:23:35)

4 237 五藤　怜奈 ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 岐阜 中部学院大学 0:23:15 0:46:35 (0:23:20) 1:10:32 (0:23:57) 1:35:06 (0:24:34)

5 221 占部　磨美 ｳﾗﾍﾞ ﾏﾐ 愛知 三菱自動車岡崎 0:23:01 0:46:29 (0:23:28) 1:10:46 (0:24:17) 1:35:18 (0:24:32)

6 213 道口　愛 ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ 東京 コモディイイダＡＣ 0:22:41 0:45:51 (0:23:10) 1:10:55 (0:25:04) 1:35:22 (0:24:27)

7 234 福田　亜矢子 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｺ 大阪 国士舘大学 0:23:16 0:47:01 (0:23:45) 1:11:20 (0:24:19) 1:35:37 (0:24:17)

8 212 渕瀬　真寿美 ﾌﾁｾ ﾏｽﾐ 徳島 大塚製薬 0:22:31 0:45:25 (0:22:54) 1:09:37 (0:24:12) 1:36:00 (0:26:23)

9 220 前川　知美 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾐ 愛知 三菱自動車岡崎 0:23:16 0:47:03 (0:23:47) 1:12:15 (0:25:12) 1:37:56 (0:25:41)

10 233 岡部　文子 ｵｶﾍﾞ ﾌﾐｺ 埼玉 埼玉医科大学 0:23:15 0:47:01 (0:23:46) 1:12:06 (0:25:05) 1:37:58 (0:25:52)

11 222 大和　千秋 ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 長野 飯田病院 0:24:03 0:48:17 (0:24:14) 1:12:52 (0:24:35) 1:38:11 (0:25:19)

12 236 橘　ひかり ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋｶﾘ 奈良 奈良学園大学 0:23:51 0:48:21 (0:24:30) 1:13:47 (0:25:26) 1:39:21 (0:25:34)

13 235 八木　望 ﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼玉 東京学芸大学 0:24:12 0:49:25 (0:25:13) 1:14:46 (0:25:21) 1:39:39 (0:24:53)

14 248 内海　紗希 ｳﾂﾐ ｻｷ 兵庫 武庫川女子大学 0:24:21 0:49:20 (0:24:59) 1:14:47 (0:25:27) 1:39:50 (0:25:03)

15 217 峰村　かな ﾐﾈﾑﾗ ｶﾅ 埼玉 埼玉県立久喜高校 0:24:55 0:49:50 (0:24:55) 1:14:33 (0:24:43) 1:40:26 (0:25:53)

16 251 丸山　莉紗子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｻｺ 新潟 中京大学 0:24:13 0:49:17 (0:25:04) 1:14:46 (0:25:29) 1:40:29 (0:25:43)

17 238 前田　紗希 ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 愛知 名古屋大学 0:24:24 0:49:19 (0:24:55) 1:14:52 (0:25:33) 1:40:51 (0:25:59)

18 252 上野　萌々子 ｳｴﾉ ﾓﾓｺ 京都 武庫川女子大学 0:25:19 0:51:13 (0:25:54) 1:17:04 (0:25:51) 1:42:44 (0:25:40)

19 242 山田　千花 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 広島 広島大学 0:24:54 0:50:16 (0:25:22) 1:17:09 (0:26:53) 1:44:32 (0:27:23)

20 240 保坂　真里奈 ﾎｻｶ ﾏﾘﾅ 福岡 福岡大学 0:24:29 0:51:13 (0:26:44) 1:18:08 (0:26:55) 1:45:09 (0:27:01)

21 239 中原　舞 ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜 中部学院大学 0:25:00 0:51:29 (0:26:29) 1:18:20 (0:26:51) 1:46:50 (0:28:30)

22 224 横山　ひろり ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾘ 鹿児島 霧島市立国分中央高校 0:26:39 0:53:36 (0:26:57) 1:20:24 (0:26:48) 1:46:50 (0:26:26)

23 216 城本　佳菜 ｼﾛﾓﾄ ｶﾅ 大阪 ロングライフホールディング 0:25:49 0:52:48 (0:26:59) 1:20:05 (0:27:17) 1:47:07 (0:27:02)

24 218 松本　紗依 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖﾘ 奈良 奈良育英高校 0:24:54 0:51:30 (0:26:36) 1:19:28 (0:27:58) 1:47:14 (0:27:46)

25 241 了源　ゆきの ﾘｮｳｹﾞﾝ ﾕｷﾉ 兵庫 龍谷大学 0:26:39 0:53:35 (0:26:56) 1:21:29 (0:27:54) 1:50:00 (0:28:31)

26 219 中野　恵 ﾅｶﾉ  ﾒｸﾞﾐ 岐阜 済美高校 0:27:38 0:55:28 (0:27:50) 1:23:25 (0:27:57) 1:51:18 (0:27:53)

27 250 村上　瑠菜 ﾑﾗｶﾐ ﾙﾅ 愛知 至学館大学 0:25:49 0:52:48 (0:26:59) 1:21:41 (0:28:53) 1:53:19 (0:31:38)

28 253 白井　まなか ｼﾗｲ ﾏﾅｶ 静岡 中京大学 0:28:22 0:56:34 (0:28:12) 1:25:07 (0:28:33) 1:54:34 (0:29:27)

29 247 根本　侑実 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾐ 千葉 東京学芸大学 0:26:05 0:53:16 (0:27:11) 1:21:59 (0:28:43) 1:54:43 (0:32:44)

30 225 尾白　真奈 ｵｼﾛ ﾏﾅ 大阪 星翔高校 0:27:38 0:55:27 (0:27:49) 1:25:16 (0:29:49) 1:57:12 (0:31:56)

31 243 宮崎　愛里香 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾘｶ 埼玉 東京大学 0:28:32 0:57:55 (0:29:23) 1:27:34 (0:29:39) 1:57:39 (0:30:05)

DQ 245 岡﨑　希実 ｵｶｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 岡山 佛教大学 0:22:58 W3

DNF 215 上野　侑香 ｳｴﾉ ﾕｶ 三重 日本陸送 0:25:26 0:51:15 (0:25:49) 1:17:11 (0:25:56)

DNF 231 川瀬　紫織 ｶﾜｾ ｼｵﾘ 神奈川 東洋大学 0:23:39 0:48:09 (0:24:30) 1:14:58 (0:26:49)

DNF 244 林　有理沙 ﾊﾔｼ ｱﾘｻ 福井 福井工業大学 0:28:55 1:00:17 (0:31:22)

DNF 246 河添　香織 ｶﾜｿﾞｴ ｶｵﾘ 京都 立命館大学 0:25:46 0:54:07 (0:28:21)

DNS 223 杉本　梨保 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 愛知 至学館高校

DNS 232 松本　彩映 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 北海道 国士舘大学

DNS 249 吉田　英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 長野 中京大学
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協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 女子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   11:35:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 237 五藤　怜奈 ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 岐阜 中部学院大学 0:23:15 0:46:35 (0:23:20) 1:10:32 (0:23:57) 1:35:06 (0:24:34)

2 234 福田　亜矢子 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｺ 大阪 国士舘大学 0:23:16 0:47:01 (0:23:45) 1:11:20 (0:24:19) 1:35:37 (0:24:17)

3 233 岡部　文子 ｵｶﾍﾞ ﾌﾐｺ 埼玉 埼玉医科大学 0:23:15 0:47:01 (0:23:46) 1:12:06 (0:25:05) 1:37:58 (0:25:52)

4 236 橘　ひかり ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋｶﾘ 奈良 奈良学園大学 0:23:51 0:48:21 (0:24:30) 1:13:47 (0:25:26) 1:39:21 (0:25:34)

5 235 八木　望 ﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼玉 東京学芸大学 0:24:12 0:49:25 (0:25:13) 1:14:46 (0:25:21) 1:39:39 (0:24:53)

6 248 内海　紗希 ｳﾂﾐ ｻｷ 兵庫 武庫川女子大学 0:24:21 0:49:20 (0:24:59) 1:14:47 (0:25:27) 1:39:50 (0:25:03)

7 251 丸山　莉紗子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｻｺ 新潟 中京大学 0:24:13 0:49:17 (0:25:04) 1:14:46 (0:25:29) 1:40:29 (0:25:43)

8 238 前田　紗希 ﾏｴﾀﾞ ｻｷ 愛知 名古屋大学 0:24:24 0:49:19 (0:24:55) 1:14:52 (0:25:33) 1:40:51 (0:25:59)

9 252 上野　萌々子 ｳｴﾉ ﾓﾓｺ 京都 武庫川女子大学 0:25:19 0:51:13 (0:25:54) 1:17:04 (0:25:51) 1:42:44 (0:25:40)

10 242 山田　千花 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 広島 広島大学 0:24:54 0:50:16 (0:25:22) 1:17:09 (0:26:53) 1:44:32 (0:27:23)

11 240 保坂　真里奈 ﾎｻｶ ﾏﾘﾅ 福岡 福岡大学 0:24:29 0:51:13 (0:26:44) 1:18:08 (0:26:55) 1:45:09 (0:27:01)

12 239 中原　舞 ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜 中部学院大学 0:25:00 0:51:29 (0:26:29) 1:18:20 (0:26:51) 1:46:50 (0:28:30)

13 241 了源　ゆきの ﾘｮｳｹﾞﾝ ﾕｷﾉ 兵庫 龍谷大学 0:26:39 0:53:35 (0:26:56) 1:21:29 (0:27:54) 1:50:00 (0:28:31)

14 250 村上　瑠菜 ﾑﾗｶﾐ ﾙﾅ 愛知 至学館大学 0:25:49 0:52:48 (0:26:59) 1:21:41 (0:28:53) 1:53:19 (0:31:38)

15 253 白井　まなか ｼﾗｲ ﾏﾅｶ 静岡 中京大学 0:28:22 0:56:34 (0:28:12) 1:25:07 (0:28:33) 1:54:34 (0:29:27)

16 247 根本　侑実 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾐ 千葉 東京学芸大学 0:26:05 0:53:16 (0:27:11) 1:21:59 (0:28:43) 1:54:43 (0:32:44)

17 243 宮崎　愛里香 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾘｶ 埼玉 東京大学 0:28:32 0:57:55 (0:29:23) 1:27:34 (0:29:39) 1:57:39 (0:30:05)

DQ 245 岡﨑　希実 ｵｶｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 岡山 佛教大学 0:22:58 W3

DNF 231 川瀬　紫織 ｶﾜｾ ｼｵﾘ 神奈川 東洋大学 0:23:39 0:48:09 (0:24:30) 1:14:58 (0:26:49)

DNF 244 林　有理沙 ﾊﾔｼ ｱﾘｻ 福井 福井工業大学 0:28:55 1:00:17 (0:31:22)

DNF 246 河添　香織 ｶﾜｿﾞｴ ｶｵﾘ 京都 立命館大学 0:25:46 0:54:07 (0:28:21)

DNS 232 松本　彩映 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 北海道 国士舘大学

DNS 249 吉田　英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 長野 中京大学
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【 中学生男子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:05:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

1 306 伍賀　龍生 ｺﾞｶﾞ ﾘｭｳｷ 石川 かほく市立宇ノ気中学校 0:14:32

2 386 弥田　知真 ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 石川 中能登町立中能登中学校 0:14:46

3 367 藤　壮寛 ﾌｼﾞ ﾀｹﾋﾛ 石川 白山市立松任中学校 0:15:12

4 370 五十嵐　悠龍 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻﾀﾂ 石川 金沢市立緑中学校 0:15:18

5 396 戸田　祐真 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡 静岡学園中学校 0:15:28

6 312 町田　大河 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 長崎 諫早市立諫早中学校 0:15:30

7 301 上野　達輝 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 石川 加賀市立山中中学校 0:15:30

8 311 石田　裕之 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 石川 七尾市立田鶴浜中学校 0:15:33

9 325 杉本　凌太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 奈良 東大寺学園中学校 0:15:36

10 321 北林　武樹 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 奈良 東大寺学園中学校 0:15:38

11 324 廣芝　顕 ﾋﾛｼﾊﾞ ｱｷﾗ 奈良 東大寺学園中学校 0:15:58

12 305 岩佐　楓 ｲﾜｻ ｶｴﾃﾞ 長崎 佐世保市立世知原中学校 0:16:08

13 366 石野　駿平 ｲｼﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 石川 白山市立松任中学校 0:16:09

14 369 田邊　魁斗 ﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 石川 白山市立松任中学校 0:16:10

15 397 中川　颯大 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ 石川 金沢市立野田中学校 0:16:45

16 399 西山　大貴 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 石川 能美市立根上中学校 0:16:52

17 377 大澤　友裕 ｵｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:16:53

18 379 窪田　啓樹 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｼﾞｭ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:16:53

19 302 田中　群士 ﾀﾅｶ ｸﾞﾝｼﾞ 石川 加賀市立山中中学校 0:17:01

20 307 田口　隼也 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 岐阜 岐阜市立清流中学校 0:17:08

21 389 加賀　尚来 ｶｶﾞ ﾅｵｷ 石川 加賀市立錦城中学校 0:17:15

22 376 堀　秀豊 ﾎﾘ ｼｭｳﾄ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:17:17

23 368 岡﨑　友亮 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 石川 白山市立松任中学校 0:17:20

24 395 杉山　貴仁 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 静岡 静岡学園中学校 0:17:32

25 303 山崎　稜馬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾏ 石川 加賀市立山中中学校 0:17:38

26 381 速水　貴大 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:17:50

27 373 久井　堅士朗 ﾋｻｲ ｹﾝｼﾛｳ 石川 星稜中学校 0:17:58

28 387 児島　昂世 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾄｼ 石川 金沢市立西南部中学校 0:18:12

29 375 関　渉吾 ｾｷ ｼｮｳｺﾞ 石川 星稜中学校 0:18:31

30 371 佐々木　陸 ｻｻｷ ﾘｸ 石川 金沢市立緑中学校 0:18:31

31 323 加藤　貴一朗 ｶﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ 奈良 東大寺学園中学校 0:18:46

32 318 細見　耕太郎 ﾎｿﾐ ｺｳﾀﾛｳ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:18:55

33 380 由良　拓也 ﾕﾗ ﾀｸﾔ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:18:55

34 310 杉田　和陽 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:18:55

35 385 森　大雅 ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:18:58

36 384 田神　和真 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:19:10

37 332 新宮　広望 ｼﾝﾐﾔ ﾋﾛﾑ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:12

38 383 山田　歩人 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾄ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:19:29

39 329 谷口　岳 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾞｸ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:29

40 394 髙橋　航 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:19:34

41 391 西川　祥立 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:19:48

42 340 浅井　和哉 ｱｻｲ ｶｽﾞﾔ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:49

43 334 髙崎　滴久 ﾀｶｻｷ ｼｽﾞｸ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:49

44 327 吉本　涼真 ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:49

45 392 峠　康太郎 ﾄｳｹﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:19:51

46 308 髙橋　直暉 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 岐阜 岐阜市立清流中学校 0:19:58

47 331 八木　俊輔 ﾔｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 石川 能美市立寺井中学校 0:19:59

48 309 早川　翔太 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:20:05

49 322 石井　玲音 ｲｼｲ ﾚｵﾝ 奈良 東大寺学園中学校 0:20:15

50 326 松本　凌 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 石川 能美市立寺井中学校 0:20:18
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【 中学生男子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:05:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

51 349 北川　幸治 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:18

52 403 竹田　知起 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 石川 能美市立根上中学校 0:20:31

53 374 青木　優太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ 石川 星稜中学校 0:20:32

54 355 先出谷　優希 ｾﾝﾃﾞﾔ ﾕｳｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:42

55 353 山下　大貴 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:42

56 348 石垣　亨 ｲｼｶﾞｷ ｺｳ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:44

57 317 浅野　恭志 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:20:44

58 359 岸　祐輝 ｷｼ ﾕｳｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:49

59 357 河合　祐輝 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:50

60 363 東　大晴 ﾋｶﾞｼ ﾀｲｾｲ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:56

61 328 吉光　柊人 ﾖｼﾐﾂ ｼｭｳﾄ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:09

62 336 南　隆成 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｾｲ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:17

63 339 中　宥人 ﾅｶ ﾋﾛﾄ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:18

64 378 丹羽　初 ﾆﾜ ﾊｼﾞﾒ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:21:18

65 338 坂元　隼太 ｻｶﾓﾄ ﾊﾔﾀ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:18

66 365 中川　愛斗 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾄ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:20

67 361 橋野　虎太郎 ﾊｼﾉ ｺﾀﾛｳ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:20

68 350 久手川　功汰 ｷｭｳﾃｶﾞﾜ ｺｳﾀ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:23

69 354 金谷　泰我 ｶﾈﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:23

70 314 松岡　拓真 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾏ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:21:27

71 316 髙村　俊善 ﾀｶﾑﾗ ｼｭｲ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:21:27

72 315 貝沼　准季 ｶｲﾇﾏ ｼｭﾝｷ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:21:27

73 320 竹本　悠史 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:21:27

74 362 山岸　立輝 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:29

75 364 橋　春輝 ﾊｼ ﾊﾙｷ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:29

76 360 グェン　ホァン　ニャット ｸﾞｪﾝ ﾎｧﾝ ﾆｬｯﾄ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:37

77 352 成岡　寛太 ﾅﾘｵｶ ｶﾝﾀ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:55

78 347 山下　滉太 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:56

79 382 丸山　隼平 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:21:57

80 345 谷　龍弥 ﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:57

81 393 國井　雄平 ｸﾆｲ ﾕｳﾍｲ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:21:59

82 337 中野　智也 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾔ 石川 能美市立寺井中学校 0:22:11

83 358 川端　悠也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 石川 能美市立辰口中学校 0:22:21

84 351 瀬川　怜羽 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 石川 能美市立辰口中学校 0:22:21

85 341 小竹　寿将 ｵﾀﾞｹ ﾋｻﾏ 石川 能美市立寺井中学校 0:22:27

86 335 伊達　来輝 ﾀﾞﾃ ﾗｲｷ 石川 能美市立寺井中学校 0:22:28

87 402 竹田　敦杜 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾄ 石川 能美市立根上中学校 0:23:06

88 333 古谷　哲也 ﾌﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:06

89 404 和田　将祈 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｷ 石川 能美市立根上中学校 0:23:06

90 390 中島　雅貴 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾀｶ 岐阜 岐阜市立青山中学校 0:23:06

91 330 浅井　悠斗 ｱｻｲ ﾕｳﾄ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:07

92 356 本村　優汰 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳﾀ 石川 能美市立辰口中学校 0:27:28

DQ 304 島元　大 ｼﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 福岡 北九州陸上クラブRiC W3

DQ 388 赤丸　達哉 ｱｶﾏﾙ ﾀﾂﾔ 石川 金沢市立西南部中学校 W3

DNS 313 森田　勝貴 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

DNS 319 中村　亘希 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 岐阜 岐阜市立岐北中学校

DNS 342 渡辺　力範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾉﾘ 石川 能美市立寺井中学校

DNS 343 金剛　梓吹 ｷﾝｺﾞｳ ｼﾌﾞｷ 石川 能美市立辰口中学校

DNS 344 新保　郁臣 ｼﾝﾎﾞ ｲｸﾐ 石川 能美市立辰口中学校

DNS 346 深澤　健太 ﾌｶｻﾜ ｹﾝﾀ 石川 能美市立辰口中学校



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会・全日本競歩能美大会実行委員会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 中学生男子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:05:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

DNS 372 山下　悠希 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 石川 小松市立松東中学校

DNS 398 大屋　亮凱 ｵｵﾔ ﾘｮｳｶﾞ 石川 金沢市立野田中学校

DNS 400 田中　優心 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾝ 石川 能美市立根上中学校

DNS 401 粟生山　智輝 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｷ 石川 能美市立根上中学校

DNS 405 村元　海斗 ﾑﾗﾓﾄ ｶｲﾄ 石川 能美市立根上中学校



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会・全日本競歩能美大会実行委員会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 中学生女子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:00:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

1 603 吉田　優海 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 石川 中能登町立中能登中学校 0:15:28

2 578 森下　彩音 ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾈ 石川 白山市立松任中学校 0:15:48

3 517 濱本　佳那子 ﾊﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 広島 広島県立広島中学校 0:15:57

4 501 山本　舞依 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 石川 加賀市立山中中学校 0:16:07

5 583 土田　望愛 ﾂﾁﾀﾞ ﾉｱ 石川 金沢市立緑中学校 0:16:13

6 504 清水　美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 岡山 金光学園 0:16:39

7 576 林　莉子 ﾊﾔｼ ﾘｺ 石川 白山市立松任中学校 0:16:46

8 534 稲川　夏希 ｲﾅｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 東京 学習院女子中等科 0:16:48

9 515 村山　唯 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｲ 石川 志賀町立志賀中学校 0:17:28

10 507 小川　七海 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 広島 福山暁の星女子中学校 0:17:36

11 596 梅津　琳音 ｳﾒﾂﾞ ﾘﾝﾈ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:18:15

12 584 所田　里緒 ｼｮﾀﾞ ﾘｵ 石川 金沢市立緑中学校 0:18:28

13 503 森山　詩菜 ﾓﾘﾔﾏ ｼｲﾅ 長崎 雲仙市立愛野中学校 0:18:29

14 518 西田　想来 ﾆｼﾀﾞ ｿﾗ 長崎 諫早市立諫早中学校 0:18:31

15 597 小川　紗希 ｵｶﾞﾜ ｻｷ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:18:31

16 574 塩島　くるみ ｼｵｼﾞﾏ ｸﾙﾐ 石川 白山市立松任中学校 0:18:32

17 572 中川　瑞稀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 石川 白山市立松任中学校 0:18:36

18 586 山岸　未侑 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾕ 石川 金沢市立清泉中学校 0:18:42

19 610 桑坪　彩衣 ｸﾜﾂﾎﾞ ｱｲ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:18:57

20 575 渡辺　桜子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗｺ 石川 白山市立松任中学校 0:19:19

21 516 柴田　蒔尋 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ 石川 志賀町立志賀中学校 0:19:22

22 590 髙山　聖菜 ﾀｶﾔﾏ ｾﾅ 石川 星稜中学校 0:19:27

23 571 藤田　萌々子 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｺ 石川 白山市立松任中学校 0:19:31

24 505 片岡　知優 ｶﾀｵｶ ﾁﾋﾛ 岐阜 本巣市立真正中学校 0:19:33

25 591 堀部　華瑚 ﾎﾘﾍﾞ ｶｺ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:19:34

26 502 桂田　瑛理 ｶﾂﾗﾀﾞ ｴﾘ 石川 加賀市立山中中学校 0:19:35

27 608 三反田　ありさ ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｱﾘｻ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:19:38

28 612 吉井　菜緒 ﾖｼｲ ﾅｵ 石川 金沢市立野田中学校 0:19:44

29 506 田邉　芽梨亜 ﾀﾅﾍﾞ ﾒﾘｱ 岐阜 笠松町立笠松中学校 0:19:45

30 598 岩田　七海 ｲﾜﾀ ﾅﾅﾐ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:19:53

31 607 髙橋　純香 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｶ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:20:12

32 593 川部　寿々実 ｶﾜﾍﾞ ｽｽﾞﾐ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:20:18

33 592 江村　彩 ｴﾑﾗ ｱﾔ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:20:22

34 579 中西　彩 ﾅｶﾆｼ ｱﾔ 石川 白山市立松任中学校 0:20:24

35 562 髙畠　聖 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾋｼﾞﾘ 石川 能美市立辰口中学校 0:20:29

36 524 堀　明日香 ﾎﾘ ｱｽｶ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:20:43

37 594 雨堤　優 ｱﾏﾂﾞﾂﾐ ﾕｳ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:21:06

38 566 山田　茉由 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:06

39 512 北洞　舞花 ｷﾀﾎﾗ ﾏｲｶ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:21:07

40 508 岸谷　明日美 ｷｼﾔ ｱｽﾐ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:21:19

41 563 田中　芙生奈 ﾀﾅｶ ﾌｳﾅ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:19

42 630 水上　結貴 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｷ 石川 能美市立根上中学校 0:21:21

43 568 髙畠　万弥 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏﾔ 石川 能美市立辰口中学校 0:21:21

44 545 東出　遥花 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾊﾙｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:22

45 548 西田　楓 ﾆｼﾀ ｶｴﾃﾞ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:22

46 544 鶴見　侑里香 ﾂﾙﾐ ﾕﾘｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:24

47 546 荒井　初佳 ｱﾗｲ ﾓﾄｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:25

48 577 田中　花純 ﾀﾅｶ ｶｽﾐ 石川 白山市立松任中学校 0:21:30

49 585 日吉　美智 ﾋﾖｼ ﾐｻﾄ 石川 金沢市立清泉中学校 0:21:40

50 537 淋　多佳蘭 ｿｿｷﾞ ﾀｶﾗ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:44



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会・全日本競歩能美大会実行委員会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 中学生女子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:00:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

51 541 西尾　江莉香 ﾆｼｵ ｴﾘｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:21:45

52 509 岡本　愛理 ｵｶﾓﾄ ｴﾘ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:22:03

53 604 黒田　遥 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｶ 石川 金沢市立西南部中学校 0:22:09

54 616 石黒　恵 ｲｼｸﾞﾛ ﾒｸﾞﾐ 石川 能美市立根上中学校 0:22:12

55 551 松浦　瑚々 ﾏﾂｳﾗ ｺｺ 石川 能美市立寺井中学校 0:22:17

56 552 北出　りお ｷﾀﾃﾞ ﾘｵ 石川 能美市立寺井中学校 0:22:17

57 611 田中　綾乃 ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:22:20

58 609 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 0:22:24

59 602 長縄　真菜 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾏﾅ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:22:36

60 569 東出　夏鈴 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｶﾘﾝ 石川 能美市立辰口中学校 0:22:38

61 542 水牧　日南 ﾐｽﾞﾏｷ ﾋﾅ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:00

62 510 佐藤　夕貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:23:02

63 511 伊藤　楓香 ｲﾄｳ ﾌｳｶ 岐阜 岐阜市立島中学校 0:23:03

64 564 寺田　実奈 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅ 石川 能美市立辰口中学校 0:23:04

65 543 川口　由葵 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｱ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:12

66 556 畑嶋　優衣 ﾊﾀｼﾏ ﾕｲ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:14

67 560 湊　萌花 ﾐﾅﾄ ﾓｴｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:15

68 565 安藤　結夏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｲｶ 石川 能美市立辰口中学校 0:23:27

69 581 西村　星南 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 岐阜 岐阜市立藍川東中学校 0:23:33

70 580 安達　玲乃 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾉ 岐阜 岐阜市立藍川東中学校 0:23:34

71 561 山添　瑠奈 ﾔﾏｿﾞｴ ﾙﾅ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:50

72 553 今出　茅那 ｲﾏﾃﾞ ﾁﾅ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:50

73 558 北野　優依 ｷﾀﾉ ﾕｲ 石川 能美市立寺井中学校 0:23:54

74 601 松尾　涼那 ﾏﾂｵ ｽｽﾞﾅ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:23:57

75 527 磯貝　璃沙 ｲｿｶﾞｲ ﾘｻ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:23:59

76 555 南野　円香 ﾐﾅﾐﾉ ﾏﾄﾞｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:24:04

77 614 清水　友華 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 石川 能美市立根上中学校 0:24:09

78 589 土肥　菜奈花 ﾄﾞﾋ ﾅﾅｶ 石川 小松市立松東中学校 0:24:09

79 531 島田　万愛 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｱ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:30

80 530 倉　明日香 ｸﾗ ｱｽｶ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:30

81 526 井波　千優 ｲﾅﾐ ﾁﾋﾛ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:30

82 549 定谷　綾華 ｼﾞｮｳﾔ ｱﾔｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:24:43

83 557 浅井　夢香 ｱｻｲ ﾕｶ 石川 能美市立寺井中学校 0:24:43

84 587 五條　愛 ｺﾞｼﾞｮｳ ｱｲ 石川 小松市立松東中学校 0:24:44

85 588 向出　理紗 ﾑｶｲﾃﾞ ﾘｻ 石川 小松市立松東中学校 0:24:44

86 622 今坂　真悠 ｲﾏｻｶ ﾏﾕ 石川 能美市立根上中学校 0:24:49

87 621 山口　未夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕ 石川 能美市立根上中学校 0:24:50

88 628 谷　汐織 ﾀﾆ ｼｵﾘ 石川 能美市立根上中学校 0:24:50

89 629 泉　怜奈 ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ 石川 能美市立根上中学校 0:24:50

90 521 有吉　菜々子 ｱﾘﾖｼ ﾅﾅｺ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:52

91 519 北野　七海 ｷﾀﾉ ﾅﾅﾐ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:52

92 523 岡部　来未 ｵｶﾍﾞ ｸﾙﾐ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:52

93 520 田尻　夕惟 ﾀｼﾞﾘ ﾕｲ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:53

94 570 炭谷　綺乃 ｽﾐﾀﾆ ｷﾉ 石川 能美市立辰口中学校 0:24:55

95 532 瀧ヶ平　莉奈 ﾀｷｶﾞﾋﾗ ﾘﾅ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:55

96 529 大野　萌子 ｵｵﾉ ﾓｴｺ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:24:55

97 539 東谷　幸南 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾕｷﾅ 石川 能美市立寺井中学校 0:24:55

98 538 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 石川 能美市立寺井中学校 0:24:56

99 522 今村　涼乃 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:25:12

100 567 畔田　蒼 ｱｾﾞﾀ ｱｵｲ 石川 能美市立辰口中学校 0:25:12



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会・全日本競歩能美大会実行委員会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 中学生女子　3km競歩】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:00:00
審判長：正吉喜　久夫　　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku 備考

101 525 北岡　優里 ｷﾀｵｶ ﾕﾘ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:25:12

102 528 平林　みのり ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:25:12

103 533 中井　朱里 ﾅｶｲ ｼｭﾘ 岐阜 岐阜市立岐北中学校 0:25:13

104 624 北西　伶香 ｷﾀﾆｼ ﾘｮｳｶ 石川 能美市立根上中学校 0:25:19

105 620 椿下　依舞 ﾂﾊﾞｷｼﾀ ｲﾌﾞ 石川 能美市立根上中学校 0:25:19

106 631 北村　千尋 ｷﾀﾑﾗ ﾁﾋﾛ 石川 能美市立根上中学校 0:25:20

107 625 竹村　彩夏 ﾀｹﾑﾗ ｱﾔｶ 石川 能美市立根上中学校 0:25:20

108 627 穴田　祐里香 ｱﾅﾀﾞ ﾕﾘｶ 石川 能美市立根上中学校 0:25:20

109 550 東方　柚季 ﾋｶﾞｼｶﾀ ﾕｽﾞｷ 石川 能美市立寺井中学校 0:25:32

110 554 崎田　愛莉 ｻｷﾀ ｱｲﾘ 石川 能美市立寺井中学校 0:25:32

111 514 宮崎　彩夢 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕ 石川 金沢市立港中学校 0:25:33

112 536 新地　七海 ｼﾝﾁ ﾅﾅﾐ 石川 能美市立寺井中学校 0:25:48

113 540 中野　亜美 ﾅｶﾉ ｱﾐ 石川 能美市立寺井中学校 0:25:48

114 547 梅本　ひかり ｳﾒﾓﾄ ﾋｶﾘ 石川 能美市立寺井中学校 0:25:48

115 605 淀川　友理 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 岐阜 岐阜市立青山中学校 0:26:34

116 600 堀　祐実 ﾎﾘ ﾕﾐ 岐阜 岐阜市立境川中学校 0:27:01

117 615 山崎　萌 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴ 石川 能美市立根上中学校 0:27:40

DNS 513 松本　真依 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ 石川 金沢市立港中学校

DNS 535 佐賀野　彩七 ｻｶﾞﾉ ｱﾔﾅ 石川 能美市立寺井中学校

DNS 559 藤田　桃子 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｺ 石川 能美市立寺井中学校

DNS 573 河崎　悠 ｶﾜｻｷ ﾊﾙｶ 石川 白山市立松任中学校

DNS 582 鈴木　ことは ｽｽﾞｷ ｺﾄﾊ 岐阜 岐阜市立藍川東中学校

DNS 595 川部　有結 ｶﾜﾍﾞ ｱﾕ 岐阜 岐阜市立境川中学校

DNS 599 久保　佳恋 ｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 岐阜 岐阜市立境川中学校

DNS 606 西脇　眞綾 ﾆｼﾜｷ ﾏｱﾔ 岐阜 岐阜市立青山中学校

DNS 613 粟木　未佑 ｱﾜｷ ﾐｳ 石川 能美市立根上中学校

DNS 617 中島　瑠菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾅ 石川 能美市立根上中学校

DNS 618 水岡　唯 ﾐｽﾞｵｶ ﾕｲ 石川 能美市立根上中学校

DNS 619 篠原　悠希 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 石川 能美市立根上中学校

DNS 623 川畠　奈月 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 石川 能美市立根上中学校

DNS 626 東　芽依 ﾋｶﾞｼ ﾒｲ 石川 能美市立根上中学校



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 Men Asian 20km Race Walking Championships】OP
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 704 SINGH,Gurmeet ｶﾞｰﾐｰﾄ･ｼﾝ 　 インド 0:19:51 0:40:13 (0:20:22) 1:00:54 (0:20:41) 1:21:36 (0:20:42)

2 702 SU,Xianzheng ｽｩ･ｼｪﾝｼﾞ 　 中国 0:20:42 0:41:32 (0:20:50) 1:02:13 (0:20:41) 1:22:58 (0:20:45)

3 703 SINGH,Chandan ﾁｬﾝﾀﾞﾝ･ｼﾝ 　 インド 0:20:28 0:41:17 (0:20:49) 1:02:05 (0:20:48) 1:23:12 (0:21:07)

4 707 BYUN,Youngjun ﾋﾞｭﾝ･ﾖﾝｼﾞｭﾝ 　 韓国 0:20:40 0:41:32 (0:20:52) 1:02:19 (0:20:47) 1:23:31 (0:21:12)

5 705 PARK,Chilsung ﾊﾟｸ･ﾁﾙｿﾝ 　 韓国 0:20:44 0:41:32 (0:20:48) 1:02:22 (0:20:50) 1:23:38 (0:21:16)

6 706 CHOE,Byeongkwang ﾁｪ･ﾋﾞｮﾝｸﾞｧﾝ 　 韓国 0:20:52 0:41:52 (0:21:00) 1:02:47 (0:20:55) 1:23:45 (0:20:58)

7 709 KANG,Kildong ｶﾝ･ｷﾙﾄﾞﾝ 　 韓国 0:20:44 0:41:32 (0:20:48) 1:02:25 (0:20:53) 1:24:12 (0:21:47)

8 701 ＸIE,Jinzhu ｼｪ･ｼﾞﾝｼﾞｭ 　 中国 0:20:56 0:42:29 (0:21:33) 1:04:37 (0:22:08) 1:26:29 (0:21:52)

9 710 KIM,Nakhyun ｷﾑ･ﾅｸﾋｮﾝ 　 韓国 0:22:17 0:44:51 (0:22:34) 1:07:09 (0:22:18) 1:29:21 (0:22:12)

10 711 MOHD ARIS,Mohamad Shamrin ﾓﾊﾏﾄﾞ･ｼｬﾑﾘﾝ･ﾓﾊﾏﾄﾞ･ｱﾘｽ マレーシア 0:22:57 0:46:50 (0:23:53) 1:10:31 (0:23:41) 1:34:55 (0:24:24)

11 713 KHO,Zhi Xuan Joel ｼﾞｮｴﾙ･ｺｰ 　 シンガポール 0:24:37 0:51:19 (0:26:42) 1:17:26 (0:26:07) 1:42:32 (0:25:06)

12 712 SIM,Soon Chye Edmund ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ･ｼﾑ 　 シンガポール 0:26:40 0:54:44 (0:28:04) 1:22:33 (0:27:49) 1:51:31 (0:28:58)

DNS 708 CHOE,Byeongho ﾁｪ･ﾋﾞｮﾝﾎ 　 韓国
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第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 Women Asian 20km Race Walking Championships】OP
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   11:35:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 802 LEE,Jeongeun ｲ･ｼﾞｮﾝｳﾝ 　 韓国 0:22:31 0:45:25 (0:22:54) 1:09:12 (0:23:47) 1:33:09 (0:23:57)

2 205 MOHD RUSNI,Norliana ﾉﾙﾘｱﾅ･ﾓﾊﾏﾄﾞ･ﾙｽﾆ 　 マレーシア 0:25:32 0:51:42 (0:26:10) 1:18:25 (0:26:43) 1:45:04 (0:26:39)

DNS 801 WANG,Na ﾜﾝ･ﾅ 　 中国
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第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 男子全日本　20km競歩 】OP
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   9:45:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考

1 723 ERICKSON,Chris ｸﾘｽ･ｴﾘｸｿﾝ 　 オーストラリア 0:20:36 0:41:16 (0:20:40) 1:01:51 (0:20:35) 1:22:08 (0:20:17)

2 722 THORNE,Benjamin ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ｿｰﾝ 　 カナダ 0:20:25 0:41:13 (0:20:48) 1:01:50 (0:20:37) 1:22:12 (0:20:22)

3 721 GOMEZ,Iñak ｲﾆｬｷ･ｺﾞﾒｽ 　 カナダ 0:20:28 0:41:17 (0:20:49) 1:02:45 (0:21:28) 1:25:21 (0:22:36)

10km 15km 20km



第39回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015
兼 第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子・女子20km競歩代表選手選考競技会
併催 第9回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会
兼 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本代表選手選考競技会

主 催 ： アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・公益社団法人日本学生陸上競技連合・能美市・全日本競歩能美大会実行委員会
共 催 ： 北國新聞社
後 援 ： 文部科学省・一般財団法人地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・石川県体育協会・石川県中学校体育連盟

能美市体育協会・ＮＨＫ金沢放送局・テレビ金沢・エフエム石川・テレビ小松・ラジオこまつ
主 管 ： 一般財団法人石川陸上競技協会
協 賛 ： 能美市商工会・能美市観光物産協会・根上農業協同組合・能美農業協同組合
協 力 ： 石川県寺井警察署・能美市交通安全協会・能美市街頭交通推進隊
会 場 ： 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（2.0ｋｍ周回コース）

【 女子全日本　20km競歩 】OP
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2015.3.15   11:35:00
審判長：親谷　均二　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 821 SEAMAN,Rachel ﾚｲﾁｪﾙ･ｼｰﾏﾝ 　 カナダ 0:22:25 0:44:46 (0:22:21) 1:07:15 (0:22:29) 1:29:54 (0:22:39)

2 822 MELVILLE,Miranda ﾐﾗﾝﾀﾞ･ﾒﾙﾋﾞﾙ 　 アメリカ合衆国 0:23:01 0:46:49 (0:23:48) 1:11:20 (0:24:31) 1:36:34 (0:25:14)
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