
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）

【日本選手権50km競歩】
MEASURE：手動1/1秒　　　RACE START AT 2012-04-15　　7:30:00

審判長：林　樹　　　　　　　　　記録主任：東木　美憲
(WR)　3.34.14 D.ニジェゴロドフ ロシア　2008年

(JW)　3.41.10　趙　建国 中国　2006年

(AR)　3.36.06　廬　朝鴻 中国　2005年

(NR)　3.40.12　山崎　勇喜 長谷川体育施設　2009年

(JN)　4.21.55　四谷　悟志 東洋大･滋賀　2003年

(UR)　3.47.54　谷井　孝行 日本大　2003年

(GR)　3.40.12　山崎　勇喜 長谷川体育施設　2009年

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 備考
No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 Point3 Point4 Point5 Point6 Point7 Point8 Point9 Point10 備考

1 1 山崎　勇喜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 埼  玉 自衛隊体育学校 0:21:44 (0:21:44) 0:43:15 (0:21:31) 1:05:26 (0:22:11) 1:27:33 (0:22:07) 1:49:41 (0:22:08) 2:11:31 (0:21:50) 2:33:06 (0:21:35) 2:54:40 (0:21:34) 3:16:43 (0:22:03) 3:41:47 (0:25:04)

2 3 谷井　孝行 ﾀﾆｲ ﾀｶﾕｷ 京  都 佐川急便 0:21:44 (0:21:44) 0:43:43 (0:21:59) 1:06:05 (0:22:22) 1:28:53 (0:22:48) 1:51:33 (0:22:40) 2:13:36 (0:22:03) 2:35:52 (0:22:16) 2:58:14 (0:22:22) 3:21:01 (0:22:47) 3:43:56 (0:22:55)

3 2 森岡　紘一朗 ﾓﾘｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 千  葉 富士通 0:21:44 (0:21:44) 0:43:43 (0:21:59) 1:06:05 (0:22:22) 1:28:53 (0:22:48) 1:51:33 (0:22:40) 2:13:36 (0:22:03) 2:35:58 (0:22:22) 2:58:39 (0:22:41) 3:21:46 (0:23:07) 3:45:22 (0:23:36)

4 6 明石　顕 ｱｶｼ ｹﾝ 東  京 東大クラブ 0:22:32 (0:22:32) 0:45:40 (0:23:08) 1:08:41 (0:23:01) 1:31:50 (0:23:09) 1:54:47 (0:22:57) 2:17:38 (0:22:51) 2:40:42 (0:23:04) 3:03:52 (0:23:10) 3:27:29 (0:23:37) 3:51:17 (0:23:48)

5 5 樋熊　敬史 ﾋｸﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 東  京 陸歩ｸﾗﾌﾞ 0:22:43 (0:22:43) 0:45:49 (0:23:06) 1:08:53 (0:23:04) 1:32:02 (0:23:09) 1:54:47 (0:22:45) 2:17:39 (0:22:52) 2:40:41 (0:23:02) 3:04:20 (0:23:39) 3:28:02 (0:23:42) 3:52:53 (0:24:51)

6 4 荒井　広宙 ｱﾗｲ ﾋﾛｵｷ 石　川 亀の井ホテル 0:21:45 (0:21:45) 0:43:45 (0:22:00) 1:06:08 (0:22:23) 1:28:54 (0:22:46) 1:51:34 (0:22:40) 2:14:25 (0:22:51) 2:38:33 (0:24:08) 3:03:48 (0:25:15) 3:30:06 (0:26:18) 3:57:22 (0:27:16)

7 7 日下　秀人 ｸｻｶ ﾋﾃﾞﾄ 東  京 株式会社 協和 0:24:04 (0:24:04) 0:48:09 (0:24:05) 1:12:09 (0:24:00) 1:35:55 (0:23:46) 1:59:18 (0:23:23) 2:22:38 (0:23:20) 2:46:29 (0:23:51) 3:13:10 (0:26:41) 3:40:58 (0:27:48) 4:09:22 (0:28:24)

8 8 大坪　鷹人 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 愛　知 名古屋A.C. 0:25:15 (0:25:15) 0:50:17 (0:25:02) 1:15:23 (0:25:06) 1:40:26 (0:25:03) 2:05:13 (0:24:47) 2:30:04 (0:24:51) 2:54:52 (0:24:48) 3:19:50 (0:24:58) 3:45:31 (0:25:41) 4:10:47 (0:25:16)

9 14 山本　徹 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 兵  庫 山梨学院大学 0:24:04 (0:24:04) 0:48:09 (0:24:05) 1:12:09 (0:24:00) 1:35:55 (0:23:46) 1:59:18 (0:23:23) 2:22:39 (0:23:21) 2:47:57 (0:25:18) 3:16:56 (0:28:59) 3:48:15 (0:31:19) 4:19:53 (0:31:38)

10 10 廣瀬　瑛生 ﾋﾛｾ ｱｷｵ 福  岡 金沢学院大学 0:25:17 (0:25:17) 0:50:48 (0:25:31) 1:16:29 (0:25:41) 1:42:35 (0:26:06) 2:08:25 (0:25:50) 2:33:57 (0:25:32) 3:00:00 (0:26:03) 3:29:01 (0:29:01) 4:00:09 (0:31:08) 4:31:24 (0:31:15)

11 9 黒岩　海志郎 ｸﾛｲﾜ ｶｲｼﾞﾛｳ 高  知 高知陸協 0:25:16 (0:25:16) 0:51:09 (0:25:53) 1:16:47 (0:25:38) 1:42:23 (0:25:36) 2:07:52 (0:25:29) 2:34:23 (0:26:31) 3:03:07 (0:28:44) 3:33:08 (0:30:01) 4:05:29 (0:32:21) 4:36:14 (0:30:45)

12 11 陶山　俊三 ﾄｳﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ 大  阪 大阪市役所 0:26:42 (0:26:42) 0:54:04 (0:27:22) 1:21:57 (0:27:53) 1:49:31 (0:27:34) 2:17:59 (0:28:28) 2:46:34 (0:28:35) 3:15:24 (0:28:50) 3:43:30 (0:28:06) 4:12:01 (0:28:31) 4:40:40 (0:28:39)

13 15 佐々木　俊治 ｻｻｷ ﾄｼﾊﾙ 兵  庫 広島大学 0:25:36 (0:25:36) 0:51:23 (0:25:47) 1:17:05 (0:25:42) 1:43:05 (0:26:00) 2:09:45 (0:26:40) 2:39:32 (0:29:47) 3:13:42 (0:34:10) 3:49:28 (0:35:46) 4:24:15 (0:34:47) 4:58:33 (0:34:18)

13 大森　健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 石　川 クスリのアオキ 0:27:17 (0:27:17) 0:55:03 (0:27:46) 1:23:00 (0:27:57) 1:50:56 (0:27:56) 2:18:52 (0:27:56) 2:47:27 (0:28:35) 3:17:40 (0:30:13) 3:50:46 (0:33:06) DNF

12 石川　弘貴 ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 茨  城 国際武道大学 0:25:15 (0:25:15) 0:50:18 (0:25:03) 1:15:23 (0:25:05) 1:40:26 (0:25:03) 2:06:27 (0:26:01) 2:34:48 (0:28:21) DNF
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