
第53回全日本50km競歩高畠大会
兼第15回世界陸上競技選手権大会（2015/北京）男子50km競歩代表選手選考競技会

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 一般男子５０㎞ 管野　智文 かんの　ともふみ 福島 東洋大学

2 一般男子５０㎞ 原田　宣行 はらだ　のぶゆき 愛媛 東洋大学
3 一般男子５０㎞ 大坪　鷹人 おおつぼ　たかひと 愛知 名古屋Ａ.Ｃ
4 一般男子５０㎞ 樋熊　敬史 ひぐま　たかふみ 新潟 NWS
5 一般男子５０㎞ 斎藤　　新 さいとう　あらた 新潟 NWS
6 一般男子５０㎞ 佐藤　高嶺 さとう　たかね 新潟 至学館大学
7 一般男子５０㎞ 高橋　拓也 たかはし　たくや 広島 明治大学
8 一般男子５０㎞ 佐久間貴弘 さくま　たかひろ 東京 順天堂大学
9 一般男子５０㎞ 後藤　秀斗 ごとう　しゅうと 京都 順天堂大学
10 一般男子５０㎞ 伊藤　佑樹 いとう　ゆうき 北海道 北翔大学
11 一般男子５０㎞ 寿　　悠太 ことぶき　ゆうた 石川 いしぐろ造形工房
12 一般男子５０㎞ 荒井　広宙 あらい　ひろおき 埼玉 自衛隊体育学校
13 一般男子５０㎞ 板津　寛則 いたつ　ひろのり 福島 北海道大学
14 一般男子５０㎞ 木下　直道 きのした　なおみち 福岡 国士舘大学
15 一般男子５０㎞ 谷口　哲也 たにぐち　てつや 鹿児島 小松短期大学
16 一般男子５０㎞ 井口　僚太 いぐち　りょうた 愛知 小松短期大学
17 一般男子５０㎞ 遠山　拓馬 とおやま　たくま 岡山 小松短期大学
18 一般男子５０㎞ 森岡紘一朗 もりおか　こういちろう 千葉 富士通
19 一般男子５０㎞ 満保　敬太 まんぼ　けいた 北海道 小樽商科大学
20 一般男子５０㎞ 平根　潤一 ひらね　じゅんいち 茨城 国際武道大学
21 一般男子５０㎞ 森　　洋喜 もり　ひろき 神奈川 東海大学
22 一般男子５０㎞ 山端信一郎 やまはな　しんいちろう 富山 shiyoraku
23 一般男子５０㎞ 吉村　浩気 よしむら　こうき 兵庫 神戸大学
24 一般男子５０㎞ 山本　　徹 やまもと　とおる 東京 両備グループ
25 一般男子５０㎞ 桑原努力志 くわはら　つとし 宮城 宮城陸協
26 一般男子５０㎞ 平田　幹樹 ひらた　もとき 神奈川 横須賀陸協
27 一般男子５０㎞ 山口　正洋 やまぐち　まさひろ 京都 大阪大学
28 一般男子５０㎞ 吉田　琢哉 よしだ　たくや 岩手 盛岡市役所
29 一般男子５０㎞ 夫津木廣大 ふつき　こうた 兵庫 京都大学
30 一般男子５０㎞ 加洲　陽太 かしゅう　ようた 東京 青山学院大学
31 一般男子５０㎞ 加藤　　翼 かとう　つばさ 愛知 ティップネス
32 一般男子５０㎞ 渡邊　大輔 わたなべ　だいすけ 岩手 岩手大学
33 一般男子５０㎞ 尾崎　　徹 おざき　とおる 東京 日本大学
34 一般男子５０㎞ 村井　雄紀 むらい　ゆうき 東京 日本大学
35 一般男子５０㎞ 飯田　恭平 いいだ　きょうへい 東京 日本大学

36 一般男子５０㎞ 宮島　秀明 みやじま　ひであき 東京 早大同好会
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№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 一般男子２０㎞ 及川　文隆 おいかわ　ふみたか 愛知 東洋大学

2 一般男子２０㎞ 松崎　鷹樹 まつざき　たかき 富山 東洋大学
3 一般男子２０㎞ 山下　優嘉 やました　ゆうが 富山 東洋大学
4 一般男子２０㎞ 岡田　健太 おかだ　けんた 三重 至学館大学
5 一般男子２０㎞ 稲吉　悠多 いなよし　ゆうた 愛知 至学館大学
6 一般男子２０㎞ 田坂　剛志 たさか　つよし 愛知 至学館大学
7 一般男子２０㎞ 菊地　雄紀 きくち　ゆうき 北海道 北翔大学
8 一般男子２０㎞ 風間　公佑 かざま　こうすけ 北海道 北翔大学
9 一般男子２０㎞ 太田　健人 おおた けんと 青森 弘前大学
10 一般男子２０㎞ 有益　宏樹 あります　ひろき 青森 弘前大学
11 一般男子２０㎞ 戸松　弘成 とまつ　ひろなり 愛知 愛知教育大学
12 一般男子２０㎞ 藤澤　　勇 ふじさわ　いさむ 東京 ＡＬＳＯＫ
13 一般男子２０㎞ 松井　拓矢 まつい　たくや 神奈川 順天堂大学
14 一般男子２０㎞ 浦田　楓馬 うらた　ふうま 京都 順天堂大学
15 一般男子２０㎞ 山田　康太 やまだ　こうた 愛知 順天堂大学
16 一般男子２０㎞ 髙橋　涼太 たかはし　りょうた 長野 順天堂大学
17 一般男子２０㎞ 塩島　亮太 しおじま　りょうた 長野 明治大学
18 一般男子２０㎞ 野田　明宏 のだ　ともひろ 大阪 明治大学
19 一般男子２０㎞ 山口　壱平 やまぐち　いっぺい 東京 明治大学
20 一般男子２０㎞ 檜田　隆宏 ひわだ　たかひろ 兵庫 福井工業大学
21 一般男子２０㎞ 栁澤　優斗 やなぎさわ　ゆうと 長野 福井工業大学
22 一般男子２０㎞ 木村　宏輝 きむら　ひろき 滋賀 福井工業大学
23 一般男子２０㎞ 冨塚　賢弥 とみつか　けんや 秋田 北海道大学
24 一般男子２０㎞ 中川　岳士 なかがわ　たけし 滋賀 北海道大学
25 一般男子２０㎞ 小関　世騎 こせき　としき 東京 国士舘大学
26 一般男子２０㎞ 金子　拓磨 かねこ　たくま 神奈川 国士舘大学
27 一般男子２０㎞ 楜澤　湧希 くるみさわ　ゆうき 埼玉 国士舘大学
28 一般男子２０㎞ 松村　　隆 まつむら　たかし 東京 王歩ＡＣ
29 一般男子２０㎞ 宇野　文貴 うの　ふみたか 富山 東京大学
30 一般男子２０㎞ 渡邉　成陽 わたなべ　せいや 神奈川 東京大学
31 一般男子２０㎞ 増田　結心 ますだ　ゆうしん 千葉 東京大学
32 一般男子２０㎞ 櫻井　悠也 さくらい　ゆうや 愛知 東京大学
33 一般男子２０㎞ 菅浪　裕也 すがなみ　ゆうや 京都 びわこ成蹊スポーツ大学
34 一般男子２０㎞ 石田　研摩 いしだ　けんま 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学
35 一般男子２０㎞ 生野　太一 いくの　たいち 富山 びわこ成蹊スポーツ大学
36 一般男子２０㎞ 大東　優太 だいとう　ゆうた 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学
37 一般男子２０㎞ 長澤　　匠 ながさわ　たくみ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学
38 一般男子２０㎞ 小林　友貴 こばやし　ゆうき 神奈川 日立ＩＣＴ
39 一般男子２０㎞ 斉藤　　凱 さいとう　がい 愛知 平成国際大学
40 一般男子２０㎞ 福田　剛生 ふくだ　ごうき 石川 平成国際大学
41 一般男子２０㎞ 細川　直樹 ほそかわ　なおき 山梨 国際武道大学
42 一般男子２０㎞ 山本　将希 やまもと　まさき 兵庫 龍谷大学
43 一般男子２０㎞ 小脇　康平 こわき　こうへい 香川 龍谷大学
44 一般男子２０㎞ 小林　大地 こばやし　だいち 埼玉 城西大学
45 一般男子２０㎞ 川島　天太 かわしま　てんた 茨城 城西大学
46 一般男子２０㎞ 武井　大樹 たけい　だいき 群馬 城西大学
47 一般男子２０㎞ 樋渡　雄登 ひわたり　ゆうと 三重 愛知教育大学
48 一般男子２０㎞ 小林　　快 こばやし　かい 秋田 早稲田大学
49 一般男子２０㎞ 小林　剛之 こばやし　たかゆき 滋賀 大阪大学
50 一般男子２０㎞ 遠藤　克也 えんどう　かつや 群馬 東京農業大学
51 一般男子２０㎞ 田中　達也 たなか　たつや 奈良 大阪大学
52 一般男子２０㎞ 藤本　知志 ふじもと　かずし 大阪 大阪大学
53 一般男子２０㎞ 鈴木　大介 すずき　だいすけ 埼玉 埼玉陸協
54 一般男子２０㎞ 赤崎　　惣 あかさき　そう 三重 東海大学
55 一般男子２０㎞ 福岡　　光 ふくおか　ひかる 神奈川 東海大学
56 一般男子２０㎞ 有路　拓実 ありじ　たくみ 山形 東海大学
57 一般男子２０㎞ 藤原　純一 ふじわら　じゅんいち 長野 東海大学
58 一般男子２０㎞ 南野　耀平 なんの　ようへい 大阪 東海大学
59 一般男子２０㎞ 香川　　新 かがわ　しん 栃木 栃木TFC
60 一般男子２０㎞ 谷本　寛仁 たにもと　ひろと 京都 立命館大学
61 一般男子２０㎞ 佐藤　遼平 さとう　りょうへい 岐阜 中部学園大学
62 一般男子２０㎞ 久高　拓馬 ひさたか　たくま 千葉 千葉大学
63 一般男子２０㎞ 多田　稜平 ただ　りょうへい 京都 京都陸協
64 一般男子２０㎞ 山本　航平 やまもと　こうへい 京都 関西学院大学
65 一般男子２０㎞ 清水　陽介 しみず　ようすけ 大阪 同志社大学
66 一般男子２０㎞ 宝満　正嗣 ほうまん　まさつぐ 岩手 岩手大学
67 一般男子２０㎞ 安田　崇希 やすだ　たかき 岩手 岩手大学
68 一般男子２０㎞ 村上　貴史 むらかみ　たかし 岩手 岩手大学
69 一般男子２０㎞ 山地　礼朗 やまち　れお 岩手 岩手大学
70 一般男子２０㎞ 松村　広夢 まつむら　ひろむ 岩手 岩手大学
71 一般男子２０㎞ 福島　優太 ふくしま　ゆうた 東京 日本大学
72 一般男子２０㎞ 押山　泰庸 おしやま　やすのぶ 東京 日本大学
73 一般男子２０㎞ 青栁　　至 あおやぎ　いたる 東京 日本大学
74 一般男子２０㎞ 小林　久人 こばやし　ひさと 山梨 山梨学院大学
75 一般男子２０㎞ 三上　　裕 みかみ　ゆう 山梨 山梨学院大学
76 一般男子２０㎞ 萬谷　正吾 よろずや　しょうご 山梨 山梨学院大学
77 一般男子２０㎞ 洪　　肇祐 こう　はつゆう 山梨 山梨学院大学
78 一般男子２０㎞ 市川　和明 いちかわ　かずあき 山梨 山梨学院大学
79 一般男子２０㎞ 中尾　　譲 なかお　ゆずる 山梨 山梨学院大学
80 一般男子２０㎞ 井上　尚考 いのうえ　なおたか 山梨 山梨学院大学
81 一般男子２０㎞ 天川康太朗 あまかわ　こうたろう 山梨 山梨学院大学
82 一般男子２０㎞ 鎗田　悠一 やりた　ゆういち 山梨 山梨学院大学
83 一般男子２０㎞ 大沼　太陽 おおぬま　たいよう 山梨 山梨学院大学
84 一般男子２０㎞ 榊　　涼季 さかき　りょうき 山梨 山梨学院大学
85 一般男子２０㎞ 中坪　　章 なかつぼ　あきら 山梨 山梨学院大学
86 一般男子２０㎞ 丸尾　知司 まるお　さとし 和歌山 和歌山県教育庁
87 一般男子２０㎞ 木村　克也 きむら　かつや 神奈川 法政大学

88 一般男子２０㎞ 宇波　栄樹 うなみ　えいき 富山 富山陸協
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№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 一般女子２０㎞ 淺田千安芸 あさだ　ちあき 福岡 ＤＮＰ西日本

2 一般女子２０㎞ 若松　美歩 わかまつ　みほ 石川 ヨシダ自動車
3 一般女子２０㎞ 道口　　愛 みちぐち　あい 東京 コモディイイダ
4 一般女子２０㎞ 大和　千秋 やまと　ちあき 長野 飯田病院
5 一般女子２０㎞ 村上　瑠菜 むらかみ　るな 愛知 至学館大学
6 一般女子２０㎞ 城本　佳菜 しろもと　かな 大阪 ロングライフ
7 一般女子２０㎞ 福田亜矢子 ふくだ　あやこ 大阪 国土舘大学
8 一般女子２０㎞ 松本　彩映 まつもと　さえ 北海道 国土舘大学
9 一般女子２０㎞ 大久保玲美 おおくぼ　れみ 青森 弘前大学
10 一般女子２０㎞ 了源ゆきの りょうげん　ゆきの 兵庫 龍谷大学
11 一般女子２０㎞ 前田　佳奈 まえだ　かな 埼玉 日本女子体育大学
12 一般女子２０㎞ 岡部　文子 おかべ　ふみこ 埼玉 埼玉医科大学
13 一般女子２０㎞ 岡田久美子 おかだ　くみこ 東京 ビックカメラ
14 一般女子２０㎞ 根本　侑実 ねもと　ゆうみ 千葉 東京学芸大学
15 一般女子２０㎞ 対馬　怜良 つしま　れいら 大阪 関西外国語大学
16 一般女子２０㎞ 佐藤奈緒美 さとう　なおみ 北海道 eA北海道
17 一般女子２０㎞ 占部　磨美 うらべ　まみ 愛知 三菱自動車岡崎
18 一般女子２０㎞ 竹ケ原一恵 たけがはら　かずえ 岩手 岩手大学
19 一般女子２０㎞ 新田由里子 にった　ゆりこ 岩手 岩手大学
20 一般女子２０㎞ 吉田　蛍夏 よしだ　けいか 岩手 岩手陸協

21 一般女子２０㎞ 河添　香織 かわぞえ　かおり 京都 立命館大学

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 一般女子１０㎞ 三浦　久乃 みうら　ひさの 愛知 至学館大学

2 一般女子１０㎞ 安達　桂子 あだち　けいこ 山形 KAC
3 一般女子１０㎞ 長田　彩果 おさだ　あやか 愛知 愛知陸協
4 一般女子１０㎞ 林　有理沙 はやし　ありさ 福井 福井工業大学
5 一般女子１０㎞ 白井　まなか しらい　まなか 静岡 中京大学
6 一般女子１０㎞ 吉田英里子 よしだ　えりこ 長野 中京大学
7 一般女子１０㎞ 宮崎愛里香 みやざき　えりか 埼玉 東京大学
8 一般女子１０㎞ 菅原　詩乃 すがわら　しの 青森 日本女子体育大学
9 一般女子１０㎞ 竹園日加里 たけその　ひかり 滋賀 日本女子体育大学

10 一般女子１０㎞ 芹澤　祐実 せりざわ　ゆみ 埼玉 東京女子体育大学

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 高校男子１０㎞ 熊澤　一誠 くまざわ　いっせい 山形 東海大学山形高校

2 高校男子１０㎞ 安孫子辰哉 あびこ　たつや 山形 東海大学山形高校
3 高校男子１０㎞ 遠藤　駿太 えんどう　しゅんた 宮城 柴田高校
4 高校男子１０㎞ 吉田　昇平 よしだ　しょうへい 大阪 大阪高等学校
5 高校男子１０㎞ 坂本　怜士 さかもと　れいじ 大阪 大阪高等学校
6 高校男子１０㎞ 鈴木　智也 すずき　ともや 山形 山形南高校
7 高校男子１０㎞ 島貫　　健 しまぬき　つよし 山形 山形南高校
8 高校男子１０㎞ 佐藤　柊斗 さとう　しゅうと 山形 上山明新館高校
9 高校男子１０㎞ 菅　　優樹 すが　ゆうき 秋田 増田高校
10 高校男子１０㎞ 神保　拓未 じんぼ　たくみ 山形 米沢興譲館高校
11 高校男子１０㎞ 成田　竜斗 なりた　りゅうと 山形 山形中央高校
12 高校男子１０㎞ 吉本　隼篤 よしもと　はやと 山形 山形中央高校
13 高校男子１０㎞ 工藤　　歩 くどう　あゆむ 山形 山形中央高校
14 高校男子１０㎞ 村上　　武 むらかみ　たけし 東京 東京実業学校
15 高校男子１０㎞ 小笠原　凌 おがさわら　りょう 東京 東京実業学校
16 高校男子１０㎞ 西野　　陸 にしの　りく 東京 東京実業学校
17 高校男子１０㎞ 平栗　広大 ひらぐり　こうだい 長野 松川高校
18 高校男子１０㎞ 遠藤　　翼 えんどう　つばさ 山形 東海大学山形高校
19 高校男子１０㎞ 芦名　功樹 あしな　こうき 宮城 柴田高校
20 高校男子１０㎞ 岡本 健一 おかもと　けんいち 埼玉 川越総合高校
21 高校男子１０㎞ 畑中 拓弥 はたなか　たくや 宮城 利府高校
22 高校男子１０㎞ 岡元　 昴 おかもと　すばる 宮城 利府高校
23 高校男子１０㎞ 柳川 大地 やながわ　だいち 宮城 利府高校

24 高校男子１０㎞ 森川 雅巳 もりかわ　まさみ 京都 洛南高校

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 高校女子５㎞ 西牧　美琴 にしまき　みこと 山形 上山明新館高校

2 高校女子５㎞ 鹿野あいり かの　あいり 山形 上山明新館高校
3 高校女子５㎞ 市本ひなの いちもと　ひなの 石川 尾山台高校
4 高校女子５㎞ 山下　友子 やました　ともこ 石川 尾山台高校
5 高校女子５㎞ 石塚　結夏 いしづか　ゆか 山形 山形西高校
6 高校女子５㎞ 村形　美桜 むらかた　みお 山形 山形西高校
7 高校女子５㎞ 柴田　麻貴 しばた　まき 山形 山形西高校
8 高校女子５㎞ 菅原　摘美 すがわら　つぐみ 山形 米沢東高校
9 高校女子５㎞ 小野真奈加 おの　まなか 山形 米沢東高校
10 高校女子５㎞ 嶋田　千里 しまだ　ちさと 山形 山形城北高校
11 高校女子５㎞ 粟野　真歩 あわの　まふ 宮城 柴田高校
12 高校女子５㎞ 大江　悠美 おおえ　ゆみ 京都 立命館宇治高校
13 高校女子５㎞ 大野　未夢 おおの　みゆ 千葉 流山南高校
14 高校女子５㎞ 成沢　新奈 なりさわ　にいな 宮城 利府高校
15 高校女子５㎞ 川原　愛香 かわはら　まなか 宮城 利府高校

16 高校女子５㎞ 和地　朔良 わち　さくら 宮城 利府高校
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№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 中学男子３㎞ 藤乃井敦生 ふじのい　あつき 石川 錦城中学校

2 中学男子３㎞ 一戸　嘉博 いちのへ　よしひろ 山形 高畠第一中学校
3 中学男子３㎞ 髙橋　辰壽 たかはし　しんじゅ 山形 高畠第一中学校
4 中学男子３㎞ 髙橋　眞己 たかはし　なおき 山形 高畠第一中学校
5 中学男子３㎞ 佐藤雄太郎 さとう　ゆうたろう 山形 高畠第一中学校
6 中学男子３㎞ 伊藤　唯斗 いとう　ゆいと 山形 高畠第一中学校
7 中学男子３㎞ 大沼　慶稀 おおぬま　よしき 山形 高畠第一中学校
8 中学男子３㎞ 栁澤　友希 やなぎさわ　ともき 山形 高畠第一中学校

9 中学男子３㎞ 萩原　大輔 はぎわら　だいすけ 山形 高畠第一中学校

№ 種目（詳細） 氏　名 よみがな 登録陸協 所属

1 中学女子３㎞ 上澤　　南 うえざわ　みなみ 福島 吾妻中学校

2 中学女子３㎞ 稲川　夏希 いながわ　なつき 東京 学習院女子中学校
3 中学女子３㎞ 清水　愛美 しみず　めぐみ 山形 高畠第一中学校
4 中学女子３㎞ 長谷川琴音 はせがわ　ことね 山形 高畠第一中学校
5 中学女子３㎞ 鹿場　海聖 しかば　みさと 山形 高畠第一中学校

6 中学女子３㎞ 八鍬　千尋 やくわ　ちひろ 山形 高畠第一中学校


