
第96回　日本陸上競技選手権大会50km競歩
第51回　全日本競歩輪島大会
兼　第30回オリンピック競技大会（２０１２/ロンドン）代表選手選考競技会

主催： 日本陸上競技連盟・輪島市・輪島市教育委員会・全日本競歩輪島大会実行委員会
共催： 北國新聞社・北陸放送・テレビ金沢
後援： 文部科学省・（財）地域活性化センター・石川県・石川県教育委員会・（財）石川県体育協会・石川県高等学校体育連盟・輪島市体育協会・北陸陸上競技協会
主管： 一般財団法人石川陸上競技協会
協力： 株式会社アシックス・株式会社ナイキジャパン・大塚製薬株式会社・日本航空・株式会社ニシ・スポーツ・石川県輪島警察署・輪島市交通安全推進隊
会場： 輪島市文化会館周回コース・日本陸連公認競歩コース（1周2kmの周回コース）

【男子 10km競歩】
MEASURE：手動1/1秒　　　RACE START AT 2012-04-14　　13:05:00

審判長：年代　和義　　　　　　　　　　記録主任：東木　美憲
(WBR)　37.11　R．ラスカゾフ ロシア　2000年

(JW)　  37.44　王　鎭 中国　2010年

(NR)　  39.19　藤澤　勇 ALSOK　2011年

(JN)　  40.20　山崎　勇喜 富山商業高校･富山　2002年

(UR)　  39.53　鈴木　雄介 順天堂大　2010年

(HR)　  40.20　山崎　勇喜 富山商業高校･富山　2002年

(GR)　  40.35　鈴木　雄介 富士通　2011年

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku

1 101 丸尾　知司 ﾏﾙｵ ｻﾄｼ 京  都 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 0:20:25 0:41:36 (0:21:11)

2 103 大隈　武士 ｵｵｸﾏ tｹｼ 福  岡 JR九州 0:20:35 0:41:59 (0:21:24)

3 108 石田　研摩 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾏ 兵  庫 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 0:20:47 0:42:43 (0:21:56)

4 112 田坂　剛志 ﾀｻｶ ﾂﾖｼ 愛　知 至学館大学 0:21:16 0:42:57 (0:21:41)

5 104 佐久間　貴弘 ｻｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 秋  田 千葉商科大学 0:21:16 0:43:04 (0:21:48)

6 105 山本　将希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 兵  庫 龍谷大学 0:21:19 0:43:06 (0:21:47)

7 111 早川　晃司 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 東  京 東京大学 0:21:22 0:43:09 (0:21:47)

8 117 河崎　拓郎 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾛｳ 兵  庫 立命館大学 0:21:43 0:43:35 (0:21:52)

9 106 小林　快 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 秋  田 早稲田大学 0:21:56 0:43:46 (0:21:50)

10 102 尾上　雄基 ｵﾉｳｴ ﾕｳｷ 岐  阜 中部学院大学 0:21:16 0:43:53 (0:22:37)

11 121 寿　悠太 ｺﾄﾌﾞｷ ﾕｳﾀ 鹿児島 小松短期大学 0:21:38 0:43:58 (0:22:20)

12 123 島田　迅人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 富　山 富山高等専門学校 0:21:48 0:44:52 (0:23:04)

13 122 川添　康平 ｶﾜｿﾞｴ ｺｳﾍｲ 三  重 金沢大学 0:22:15 0:45:00 (0:22:45)

14 129 田中　拓心 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 兵  庫 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 0:22:05 0:45:20 (0:23:15)

15 124 東口　佳憲 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 和歌山 大阪体育大学 0:22:58 0:45:52 (0:22:54)

16 110 稲吉　悠多 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾀ 愛　知 至学館大学 0:21:56 0:45:55 (0:23:59)

17 109 小林　俊太朗 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 福  井 龍谷大学 0:21:15 0:45:57 (0:24:42)

18 107 高田　幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 和歌山 龍谷大学 0:22:39 0:46:03 (0:23:24)

19 130 吉田　健人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 千  葉 千葉商科大学 0:22:58 0:46:24 (0:23:26)

20 113 松木　一馬 ﾏﾂｷ ｶｽﾞﾏ 愛  媛 広島大学 0:22:54 0:46:41 (0:23:47)

21 114 山本　崇裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛　知 至学館大学 0:22:18 0:46:53 (0:24:35)

22 127 田村　和輝 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 和歌山 大阪体育大学 0:23:31 0:48:15 (0:24:44)

23 131 境谷　駿一 ｻｶｲﾀﾞﾆ ｼｭﾝｲﾁ 石  川 金沢星稜大学 0:23:42 0:48:39 (0:24:57)

115 春木　洋輔 ﾊﾙｷ ﾖｳｽｹ 神奈川 旭化成川崎 0:21:22 W1

116 荒木　朋宏 ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 立命館大学 0:22:59 W1

119 栗林　剛正 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾏｻ 富  山 富山大学 0:22:41 W1

120 大竹　良徳 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾉﾘ 茨  城 筑波大学 0:22:56 W1

126 佐藤　遼平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 長  野 中部学院大学 0:23:33 W2

128 川原　康平 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾍｲ 富  山 富山陸協 0:25:16 DNF

118 国本　寛冴 ｸﾆﾓﾄ ｶﾝｺﾞ 大  阪 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 DNS

125 角川　拓也 ﾂﾉｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 宮  城 東北大学 DNS
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