
▽代表歴は、直近3年 五輪／世界陸上（*は、35㎞W代表）

代表 選手 所属 意気込み／注目ポイント／強みなど ズバリ！競歩の魅力とは！？

1
東京五輪
オレゴン
日本代表

高橋　英輝 富士通
優勝、世界陸上の代表内定を目指します。
ラストスパートと、そこに持ち込むための戦術に注目してほしいで
す。

陸上競技唯一の判定種目であるため、判定を利用したスパートやペー
スの変化など、周りの選手との駆け引きに注目してほしいです。

2
東京五輪
オレゴン
日本代表

池田　向希 旭化成陸上競技部
優勝してブタペスト世界選手権の内定を獲得できるように頑張りま
す。／後半の粘り強さに注目していただきたいです。

失格があり得る競技なので最後の最後まで順位変動が大きく変わる可
能性があるところ

3 オレゴン
日本代表* 松永　大介 富士通

35kmでの経験を活かして中盤から後半でのペースアップで３位以内を
目指します。

十人十色のレースパターン

4 オレゴン
日本代表 住所　大翔 順天堂大学 優勝争いに加われるように頑張ります。 最後の最後まで順位変動があるところ！

5 オレゴン
日本代表* 野田　明宏 自衛隊体育学校 スピード 後半の勝負

6 古賀　友太 大塚製薬 物怖じせず積極的にレースを進めます。
選手が何度も目の前を通過します。ぜひ会場でトップ選手のスピード
を体感してください。

7 村山　裕太郎 富士通
自身では初の1時間19分台に乗せる歩きをしたいです。/失格をしたこ
のないフォーム、キツくなってからの粘りの歩き！

選手と観客の近さや、同じところを周回するため何度も推しの選手を
応援できるところ！

8 萬壽　春輝 順天堂大学 自己ベスト目指して頑張ります！ 選手との距離が近いので応援がしやすい！

9 諏方　元郁 愛知製鋼
国際大会に繋がる重要な大会なので、高順位を狙う。/粘り強く最後ま
で歩けること。

練習での取り組みが良い時も悪い時もそのまま現れるところ。

10 村手　光樹 東京学芸大学 自分がどこまで通用するのか、ただ楽しんでいきます フォーム研究によって速くなれるところ

11 東京五輪
日本代表* 丸尾　知司 愛知製鋼 3位以内入賞/鍛え上げた肉体 世界1を目指す漢達と出会えた事

12 近藤　良亮 栃木県スポーツ協会 誰にも負けないスプリント力 王座（世界一）の奪い合い

13 石田　昴 自衛隊体育学校 気持ち 歩く速さ

14 吉川　絢斗 東京学芸大学 WCG出場権獲得ができるように頑張ります。
ルールの中でフォームを改善して、効率的なフォームを探すのが楽し
い。レースが長いため、駆け引きが楽しい。

15
東京五輪
オレゴン
日本代表*

川野　将虎 旭化成陸上競技部

この後に控える35km競歩のレースも意識しながら今大会に向けて準備
をしてきました。20kmWの学生記録を保持していて久しぶりの20kmの
レースではありますが、国際レースを見据えて先頭争いをしながら積
極的なレースをします。応援よろしくお願いいたします。

競歩は走りの種目とは違い、ロスオブコンタクト、ベントニーの２つ
の反則があり、フォームが違反していると審判に判断された場合、ペ
ナルティーゾーンでの待機や失格の恐れがあります。ただ速くゴール
すれば良いのではなく、注意や警告の状況も含めて深い駆け引きがあ
る事が魅力です。

16 岩井　和也 日本大学 8位以内に入れるように頑張ります。
いかにハイペースな状態で綺麗な歩型を保ち、レースを進められるか
というところです。

17 濱西　諒 明治大学 持ち味のラストスパートを活かして入賞目指します！
ただ速いだけでなく、美しく速く勝つ。という陸上競技の極みである
ところ。

18 石田　理人 東洋大学 ベストを出せるように準備しています。
陸上競技の中で一番メダルを取っており、スピードと歩型が重視され
るスポーツで魅力的です。

19 栁原　隼 西川ローズ株式会社 地元でのレース楽しみです！ 審判との駆け引き

20 髙橋　和生 ＡＤワークス
グループ陸上競技部

8位入賞を目指します！/怪我をしないタフな体、中盤から後半にかけ
ての追い上げ

選手と観客の距離が近く、選手側は沿道の応援が直接届き、観客側は
選手の緊張感やスピード感を間近で観れたりと、選手と観客が一体と
なって大会を盛り上げられる所。

21 立岩　和大 順天堂大学 自己記録更新目指して、全力で頑張ります。
シンプルな持久的能力だけでは勝つことができず、技術的要素も大事
である点。 陸上競技で唯一の判定競技である点。

22 前川　悠雅 東海大学 レースを楽しむ。湘南の暴れん坊に俺はなる！！ 国内大会で世界トップレベルの選手と戦えるところ

23 鈴木　英司 東海大学
学生最後のレース。　これから競技とどのように関わるかわからない
が、全力を出し切り、笑顔でゴールをします！！

自分を客観的に見なければゴールできないところ。ひたすらに頑張る
のではなく頭を使って長い距離を制すところが魅力。

24 長谷川　智里 東京学芸大学 後半の追い上げで1人ずつ抜かして上位に食い込みます！ 審判との戦い

25 古賀　文也 順天堂大学 自己ベスト目指して頑張ります 歩くという単純な動きの中にある奥の深さ

26 清水　海地 明治大学 ムラなく頑張ります！ 国内に強い選手が多いこと。

27 和家　昂太郎 国士舘大学 練習量を増やしても壊れない丈夫な足。 目に見えた順位だけではない、技術面での駆け引きがあるところ。

28 東京五輪
日本代表 勝木　隼人 自衛隊体育学校 粘り ペース配分

29 中垣　遥暉 山梨学院大学 負けん気 綺麗なフォーム

30 徳山　莞太 福井工業大学 チャレンジ精神で頑張ります 動きが勝負に絡む所

31 服部　悠平 順天堂大学 今シーズンゴールできてないんでゴールします！！ 身体能力だけでは勝てない

32 西林　晴流 山梨学院大学 入賞目指します ラストの競り合い

33 牧野　海音和 立教大学 １時間28分切りを目標に頑張ります！
ベストが分単位で更新できるところ。モチベーションアップに繋が
る。

34 石川　琢馬 岩手大学 自己記録の更新と学生の中で1つでも上の順位を目指す。 歩くという単純な動きに奥深さがあること。

35 知念　凜斗 九州共立大学 厚底シューズでの軽い歩き 努力が報われるところ。

36 三好　凜 九州共立大学 輝くメガネ レース展開

37 柳澤　優斗 トーハツ 自己ベスト更新目指して頑張ります！ ルールの制約がある中で競うところ

38 久原　崇遥 国士舘大学 個人選手権参加標準突破 とても辛い

39 田中　達也 田中競歩軍

岐阜県土岐市という小さな街で医師として働きつつ、勤務後にタク
シーで遠方の競技場に通い、トレーニングを積んでまいりました。今
回で10回目の出場となりますが、過去最高に仕上がっています。競歩
選手らしからぬデブい身体で大地を力強く踏み締め、邁進したいと思
います。

ろくでもない32歳独身の私でも力一杯トレーニングに励めば、輝ける
ところです。

40 渡口　怜 山梨学院大学 気持ちの強さ 粘り勝ちした時

41 水谷　颯佑 龍谷大学 目標は自己ベスト更新することです
他の種目にはない審判種目のため、ゴールするまで結果がわからない
ところです

42 福場　仁之甫 山梨学院大学 誰にも負けない粘り 勝負を仕掛けたとき

43 谷垣　大翔 中京大学 世代Topめざしますよいしょ！ 給水シーン

44 松本　天翔 福井工業大学 地元兵庫県パワーで力強い歩きが出来るように頑張ります！
多くの時間をかけて技術を磨きそれでも通用しなかった時、歩型がハ
マる感覚があった時、色んな人からのアドバイスを経て一つの技術を
脳内で理解できた時。そこに競歩の魅力を感じました。

45 渡邉　遊 大阪大学 初めての日本選手権を楽しみたいです。 歩いているのに速い点

＼競歩がもっと面白くなる！？／

エントリーリスト
（日本選手権20㎞競歩・男子）



46 安　夏都起 山梨学院大学 勝ちきります 勝ちきった時

47 菅原　恒平 新潟大学 綺麗なフォーム 距離が長く失格などもあるため最後までわからないところ

48 神澤　智也 佐賀陸上競技協会 競歩界の映え担当として、地元兵庫で観客を沸かせます。
速さだけが全てではなく、フォームと審判にも気をつけてながら、勝
負するスリルがある競技

49 山本　徹 KOBE ATHLETE CLUB
山梨学院大のコーチをしながら現役を続けています。学生に圧倒的差
をつけて勝ちます。

体力も必要ですが技術も必要なところ。フォームに完成は無いとこ
ろ。

50 後藤　宇翔 山梨学院大学 がんばります ラストの競り合い

51 木村　慎之助 国士舘大学 強気で頑張ります。 誰にでも強くなるチャンスがあること。

52 那須　智太 日本大学 日本大学の名に恥じない歩きを いつどのタイミングで成長するかわからない

53 米須　一清 九州共立大学 沖縄の三つ巴 結果がでるところ。

54 芳賀　崇斗 岩手大学 楽しく全力で歩きます！！！髪色に注目してみてください！！ たくさんの人となかよくなれるところ！！

55 栁川　大地 千葉大学

現在、大学院に在席しており北海道の地質について研究しています。
他大の選手と比較し練習にかけられる時間が少ない分効率的に練習を
組み立てていく必要があり大変苦労しました。しかしながら、練習の
甲斐があり、本大会の標準記録を突破することができ、大変嬉しく思
うとともにより上の順位とタイムでゴールできるよう頑張りたいと思
います。

スリル感だと思います。自身や相手そして、審判員との戦いであるた
め、タイムや順位を追いつつも、ルールから逸脱しないよう気をつけ
る必要があります。そのため、ギリギリラインを攻めつつも失格しな
いようにゴールしなければ行けない点でスリルがあると感じます。

56 小林　亮太 明治大学 着実な歩きで、ゴールを目指したいと思います。 技術とスピードの両立の難しさ。

57 後藤　誉 中京大学 入賞を狙うダークホース フォームの追求

58 千菊　智也 東京大学 頑張ります。 一生懸命なところ。

59 髙松　航太 中京大学 自己ベスト目指して頑張ります 駆け引き

60 植村　太貴 神奈川大学

僕は高校時代インターハイや関東大会に出場した事がありません！ 高
3の県総体では入賞すらしていません！笑  しかし、家族や部活の仲
間、大学のコーチ、そして陸歩クラブの練習仲間をはじめとした周り
の人達の支えもあり、大学では関東インカレ入賞、そして日本選手権
に4回も出場する事が出来ました。日本選手権が大学ラストレースなの
で今まで支えてくださった人に感謝の気持ちを込めて歩きたいと思い
ます！！

競歩の魅力はラストまで何が起こるか分からない所です。 自分の経験
ですが、レース中に歩いていて前の選手が失格し順位が繰り上がり入
賞したり、やっとの思いで20キロ歩きゴールした後に3枚警告を受け
失格した経験もありました。 最後まで結果がわからないハラハラドキ
ドキ感は競歩の魅力の一つだと思います。

61 平岡　拓 京都大学
大学院生になり大変な1年でしたが、練習をなんとか継続してきまし
た。少しでも良い記録で歩けるように頑張ります！

フォームに制約がかけられている点です。フォームの悪さが原因で失
格する種目は他にないと思います。制約に応じた戦略があるところが
面白いですね。

62 向井　大賀 九州共立大学 小さな島からやってきました喜界島 強くなれるところ

63 土屋　温希 立命館大学
大学1年生からこの舞台に立てることを嬉しく思います。ルーキーらし
く積極的に頑張ります！

まるで走っているかのようなスピード感。たんたんと歩いている美し
いフォーム

64 U20カリ
日本代表 大家　利公 順天堂大学 粘り強く歩けるところ。 大学1年生のフレッシュな歩き

65 島田　史也 日亜化学工業 自己ベスト5分更新。爆発力があります。 周回コースだから応援しやすい

66 近藤　岬 明治大学
初めての20キロですが思い切ってやりたいと思います！まずは1時間
24分台を目指したいと思います。

体力と技術のどちらも必要となる点。

67 中尾　勇太 福井工業大学 全日本インカレ標準切ります。 終盤にかけて高度な仕掛け合いが出来るところがとても面白い。

68 山下　勇陽 九州共立大学 オリビン集めて頑張ります。 練習を積めば積むほど強くなれるところ。

69 崔　炳光 韓国

70 朱　玹明 韓国

71 金　旻奎 韓国

72 林　董珉 韓国



▽代表歴は、直近3年 五輪／世界陸上（*は、35㎞W代表）

代表 選手 所属 意気込み／注目ポイント／強みなど ズバリ！競歩の魅力とは！？

201
東京五輪
オレゴン
日本代表

岡田　久美子 富士通
世界陸上の代表内定を目指して歩きます！派遣設定タイムを意識し
たペースでの歩きから後半の勝負どころでのスパートに注目してほ
しいです。

最後まで粘り歩く精神、ルールを守りながら速く歩く技術、長い距
離を歩き切る体力、まさしく「心技体」を揃えたものが勝ち上がる
ことができるのが魅力です。

202
東京五輪
オレゴン
日本代表

藤井　菜々子 エディオン
世界選手権の派遣設定記録の1:28’30切りで世界選手権の内定を
決めることができるようにがんばります。

失格がある競技なので最後まで目を離せないところです！

203 オレゴン
日本代表* 園田　世玲奈 ＮＴＮ 自己ベスト記録を目指して頑張ります。積極的な歩きが強み

ルールが定められている中での競技のため、失格や駆け引きなど最
後の最後まで目が離せないところ。

204 内藤　未唯 神奈川大学

自己ベスト更新を目指すのと、タイムだけでなく安定したフォームで歩き切
ることを目標とする。3月の能美大会にも繋げる歩きをして、ワールドユニ
バーシティゲームズの代表を目指していく。どちらかと言うと10kmより20km
の長い距離の方が得意なため、自分の実力を発揮できるように本大会に向け
て万全なコンディションで挑んでいきたい。

走るのとは異なり速さだけではなく、フォームの美しさも求められ
るところが競歩の魅力だと思う。また、練習して努力した分、結果
が出やすいため私にとってとても奥深く続けたくなる競技。

205 東京五輪
日本代表 河添　香織 自衛隊体育学校 頑張ります 競い合う

206 梅野　倖子 順天堂大学 ベストを出すことを目標に頑張ります。
決められた厳しいルールの中でいかに速いタイムを出すことができ
るのかということです。

207 下岡　仁美 同志社大学
積極性と粘り！上位選手にくらいついて大幅自己ベスト出せるよう
に頑張ります！

陸上競技で唯一、失格がある種目なので最後まで何があるかわから
ないところです！

208 矢来　舞香 千葉興業銀行 ベスト目指して頑張ります！ 歩行よりはるかに速いので、ぜひ沿道で体感してみてください！

209 熊谷　菜美 関彰商事㈱
サポートしてくださる方々、応援してくださる方々に感謝して、自
己記録更新を目指して挑みます。

それぞれの個性が出る独特な動きが魅力だと感じています。

210 立見　真央 田子重
4年連続入賞をしています！今年も入賞できるようにがんばります！今年から
社会人になり、仕事をしながら競技をしています！デュアルキャリアでも
しっかり活躍できる姿を見せたいです！

失格があるところ。人の目を気にしながら歩くところがすごく厄介
で魅力的だと思う。

211 籔田　みのり 武庫川女子大学 自分と向き合い、今出来る最大限の力を発揮します。 過程が結果に直結しやすいところ。

212 杉林　歩 大阪大学 狙え！自己ベスト/小っちゃくても速い!? 制限があること。その中で工夫するから面白い。

213 渕瀬　真寿美 建装工業陸上部 4月の35km競歩に向けての感覚を掴めるよう歩きます。 速さだけではなく、速い人の歩き方に注目して下さい。

214 吉住　友希 船橋整形外科 頑張ります！ ルールに縛られた中での駆け引き

215 藤野　楓 園田学園女子大学
2回目の20kmで、不安はありますが少しでもベスト更新出来るよう
に頑張ります！

競歩は歩形ルールがアル競技ですがルールのある中でどれだけ美し
く速く違反なく歩けるかが問われる競技なので努力すればするほど
速くなる面白い競技がです！

216 山岸　芽生 中京大学 1時間40分を切る！／失格しない 極めがいがある。最後まで何があるかわからない。

217 築地　麻里亜 九州共立大学 挑戦する歩きで頑張ります。 奥深いところ。

218 柴田　葵 至学館大学 2回目の20kmW出場になります！一生懸命頑張ります！ 速いだけではゴールができない競技特性が魅力だと思います。

219 片寄　碧 順天堂大学 最後まで歩き切ります！ 審判が迫ってくる恐怖を感じられるのは競歩だけです！

220 岡本　瑠香 中京大学 自己ベスト更新
ゴールするまで何が起こるか分からないため、最後の最後までハラ
ハラするところ

221 杉山　佳愛 東海大学 力戦奮闘 技術指導のもと自己成長の実現

222 谷門　花菜 九州共立大学 ふてくされずに頑張ります。 頑張れば結果が出るところ。

223 落合　早峰 中京大学 自己ベスト出すぞ！
選手のフォームだけでなく、審判がどういう歩きの選手にパネルを
出しているか、見てみるのも魅力の一つ。

224 U20カリ
日本代表 柳井　綾音 立命館大学 ３位入賞／粘り強いところ ただ歩くだけではない奥の深さがあります！

225 林　奈海 佐賀県スポーツ協会 自己ベストを目指して頑張りたいです。 距離が伸びれば伸びるほど、何が起こるか分からないところ。

226 中村　綾花 日本体育大学
長い距離を歩くのは今回で2回目となるが、少しでも自分の自信に
繋がる歩きをしたい。

長い時間の競技だが、その時間を使ってゆっくりと自分のレースを
イメージできるところ。失格があるため、最後まで何があるかわか
らないところ。

227 井上　香里 見次クラブ 12月に10000mWの自己記録を大幅に縮め、最近絶好調です。
ルールの範囲内で記録を伸ばすために、自分のフォームを追求する
ことが楽しいです。

228 川邉　のぞみ 名古屋大学 完歩できるよう頑張ります。 審判との駆け引きがあるところ。

229 相沢　美月 弘前大学医学部陸上部 後半ペースが落ちないように頑張ります ルール内で速く歩けるように様々なことを考えて工夫すること

230 松本　紗依 千葉興業銀行 膝の柔らかさに注目してください！
1㎞周回コースなので、何回も選手が周ってきます。たくさん応援
してください！

231 岩波　知佳 金沢学院大学 自己ベストを目指して力強い腕振りで最後まで歩き切ります！ 日本のトップの選手の歩きを間近で見れることです

232 出嶋　彩佳奈 順天堂大学 ベストを尽くします！ 速いだけでは勝てないこと

233 大村　由莉香 札幌陸上競技協会 5年ぶりの日本選手権。頑張ります。 速いだけでなく美しく歩くところ

234 三好　彩奈 福山平成大学 周りの方に喜んでもらえる結果を出せるように全力で挑みます。 最後まで何が起こるかわからないところが魅力です。

235 佐藤　裕美 栃木陸上競技協会 特になし 極めていく面白さ

236 一木　万里 宇部市陸上競技協会
日頃は山で木の伐採や重機に乗っています。山で鍛えた足と1歳の
我が娘の応援で頑張ります！

ロードで練習してると目立てるところ。

237 外所　弓佳 聖学院大学 頑張ります。 歩き方です。

238 程　小雅 香港

＼競歩がもっと面白くなる！？／

エントリーリスト
（日本選手権20㎞競歩・女子）



代表 選手 所属 意気込み／注目ポイント／強みなど

301 U20カリ
日本代表 下池　将多郎 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 日本一の練習量

302 長田　隼人 愛媛県立松山工業高等学校 優勝してとちぎ国体のリベンジをしたいです。

303 下田　悠樹 私立自由ケ丘高等学校 入賞目指して頑張ります。

304 櫻井　建太 星稜高等学校 42分台、上位入賞目指して頑張ります。強みは中盤でもラップが落ちないところです。

305 鈴木　葵 千葉県立我孫子高等学校 8位入賞目指して頑張ります。／レース後半でも崩れない歩形

306 長田　悠吾 智辯学園奈良カレッジ高等部 全力で上位を目指します。

307 津田　翔太郎 高知県立高知工業高等学校 入賞目指して頑張ります！！

308 安田　夢咲士 私立大牟田高等学校 粘り

309 鈴木　淳也 長野県長野商業高等学校 粘り強く立ち向かう

310 赤澤　晃成 岡山県立倉敷南高等学校 インターハイ、国体での悔しい想いを全てぶつけます。

311 梅田　和宏 大阪体育大学浪商高等学校 自己ベスト更新

312 山下　結人 兵庫県立西脇工業高等学校 去年の自分を超える

313 小桐　宏太 浜松日体高等学校 自己記録の更新を目指して頑張ります

314 古橋　欣ノ佑 茨城県立伊奈高等学校 スピード

315 三堀　真輝 神奈川県立保土ケ谷高等学校 全国入賞

316 守屋　海斗 神奈川県立保土ケ谷高等学校 全国入賞

317 仲田　知弘 長野県長野商業高等学校 チャレンジ精神

318 小島　颯翔 長野県丸子修学館高等学校 44分台を狙いたい

319 野村　颯斗 岐阜県立大垣工業高等学校 ８位入賞目指して頑張ります

320 平賀　丈也 兵庫県立西脇工業高等学校 ベストを尽くす

321 薩田　悠成 福井工業大学 46分台を必ず出します。/自分なりにがんばります。

322 篠原　本 早稲田大学本庄高等学院 人生初の全国の舞台、1歩1歩踏みしめて前を目指します！

323 中川　尚昭 神奈川県立湘南高等学校 粘り強さ

324 小田　匠人 大阪府立山本高等学校 上位をねらいたいです。

325 松澤　陽平 千葉県立我孫子高等学校 持ちタイム下位からの下克上／周りに流されないレース運び

326 佐藤　蓮 茨城県立牛久高等学校 自己ベスト更新を目指し日々積み上げた力を出しきりたいです。全力でレースを楽しみたいと思います。

327 清水　哲朗 富山高等専門学校本郷キャンパス 陸上競技や選手に関する情報量が驚異的に豊富

328 吉迫　大成 島根県立島根中央高等学校 冷静かつ大胆に頑張る

329 浜田　理温 純真高等学校 42分台を目指して頑張ります。

330 逢坂　草太朗 兵庫県立川西緑台高等学校 初の10kmなので気合を入れて歩きたい/同年代には負けない歩きをする/43分台で歩く

331 福永　伸之介 岡山大学 頭を使ったレースで勝ち切りたいです。

332 中島　佑之 大阪府立大塚高等学校 粘り強いところ

333 吉田　聖奈 宮城県柴田農林高等学校川崎校 高校生の中では東北で一番練習している自信があるので上位入賞を目指して頑張ります。

334 奥　宗也 私立大牟田高等学校 気持ち

335 尾﨑　淳平 長崎県立口加高等学校 自己ベスト更新！／身長が高いので目立ちます！

336 角南　秀行 倉敷翠松高等学校 最後まで悔いの残らないレースをしたい。

337 玉春　汰造 兵庫県立西脇工業高等学校 ペースを落とさず頑張る

338 小畑　遥琉 宮城県白石高等学校 入賞を目指してｂ

339 向井　優太郎 千葉県立我孫子高等学校 42分30秒を目標に頑張ります。／1人でも焦ることなくレースを進められる。

340 青木　海橙 山口県立萩高等学校 攻めて,攻めて、入賞を目指します。

341 波潟　琉心 東京農業大学第二高等学校 特になし

342 濵本　翔太 津曲学園鹿児島高等学校 入賞目指して頑張ります。

343 楠岡　史朗 慶誠高等学校 初めての10km競歩なので、46分台でゴールすることを目標に頑張りたいと思います。太ももの筋肉を活用した力強い歩きをした
いです。

344 野村　洸太 山口県立萩高等学校 最後まで粘り強くパワフルに歩き切ります。

345 大西　遥仁 京都府立田辺高等学校 完走、自己ベスト更新

346 金子　陸 群馬県立太田東高等学校 高校最後のレース。大幅な自己ベスト更新を目指します。

347 小迫　彩斗 倉敷高等学校 上位入賞して明治大学の監督にスカウトしてもらえるように頑張ります！

348 豊島　楓也 私立鵬学園高等学校 後半勝負となので，ゴールまで集中し，上位入賞。

349 野村　奏太 山口県立萩高等学校 高校生活最後の全国大会なので、悔いのないよう全力で頑張ります。

350 渡邊　優斗 静岡県立伊豆中央高等学校 後半ビルドアップ

351 藤野　聖史 佐賀県立鳥栖工業高等学校 自己ベスト記録をめざして頑張ります。

352 髙田　智生 洛南高等学校 クレバーに歩く

353 岩井　航 智辯学園奈良カレッジ高等部 最後まで頑張ります。

354 安達　凜太朗 私立自由ケ丘高等学校 45分を目指して頑張ります。

355 東　士朗 愛媛県立東温高等学校 予想以上の成長

356 吉岡　秀賢 大阪府立大塚高等学校 チャレンジ精神

357 高橋　一虎 智辯学園奈良カレッジ高等部 精一杯頑張ります。

358 中島　壮一朗 広島市立舟入高等学校 英語力はピカイチ

359 長澤　佑 静岡県立沼津工業高等学校 最後まであきらめずに全力で頑張ります。／粘り強さ

360 田幸　瞭 長野日本大学高等学校 選抜競歩という大きな舞台を経験して世界に羽ばたきたい

361 三谷　翔真 京都市立京都工学院高等学校 初めてのロードレースですが春からのIH路線につながるレースになるよう全力を出し切ります！

362 仲野　光晴 静岡県立浜松北高等学校 45分を切ることを目標に頑張ります。

363 澤邉　敬 北陸大谷学園小松大谷高等学校 粘りの歩き

364 深澤　晴成 群馬県立前橋工業高等学校 できるだけ粘り強く頑張ります

365 川合　龍之介 三重県立津商業高等学校 初めての10ｋｍ頑張ります

366 林　純也 岡山商科大学附属高等学校 46分台が目標／身長を活かした大きなストライド

367 末松　拓郎 私立自由ケ丘高等学校 46分台でゴールを目指します。

368 片岡　涼輔 岡山商科大学附属高等学校 47分台が目標／粘り

369 山根　海音 岡山商科大学附属高等学校 46分台が目標／粘り

370 柴野　大輔 滋賀県立膳所高等学校 勇気凛々たる気持ちを持って最大限努力します。
大きな舞台になるほど高いパフォーマンスができるところが注目ポイントです。

371 中台　琥珀 中央学院高等学校 全力で歩き切る/素直

372 島袋　航 沖縄県立中部商業高等学校 初の10kmでどこまで勝負できるか挑戦します！

373 藤原　翔 兵庫県立西脇工業高等学校 課題克服

374 金崎　陽平 倉敷翠松高等学校 楽しんで記録を出していきたいと思います。

375 嶋倉　秀斗 石川県立工業高等学校 スピードをいかした歩き

376 吉田　匠吾 北陸大谷学園小松大谷高等学校 滑らかな歩き

＼競歩がもっと面白くなる！？／

エントリーリスト
（U20選抜競歩・男子）



代表 選手 所属 意気込み／注目ポイント／強みなど

401 U20カリ
日本代表 大山　藍 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 優勝目指す。高速ピッチと身長の割にストライドもある歩き。強みは後半の粘り。

402 石田　さつき 滋賀県立大津商業高等学校 最後まで諦めず頑張ります

403 中部　遥 びわこ成蹊スポーツ大学 大学に入って全国レベルの大会が初めてなのでリラクッスしていつも通り歩けるように頑張りたい。

404 久保山　聖奈 九州共立大学 ラストU20でのレース頑張ります。

405 沖　夏子 東京大学 頑張ります。

406 淺野　愛菜 沖縄県立コザ高等学校 初10Km頑張ります

407 斉藤　茅音 順天堂大学 練習の成果を題しきれるよう頑張ります！

408 石川　晴佳 津曲学園鹿児島高等学校 粘り強く頑張ります！ よろしくお願い致します。

409 田中　彩貴 智辯学園奈良カレッジ高等部 最後まであきらめず頑張ります。

410 山口　侑衣菜 岡山県立玉野光南高等学校 積極的なレースをして、次ぎのステージへの足掛りとしたい。

411 白窪　愛来 京都市立西京高等学校 前半から攻めのレースで6位以内に入ります！注目ポイントはピッチの速さです。

412 山中　日花里 福岡県立宗像高等学校 粘り強さ

413 六反　栞奈 東大阪大学敬愛高等学校 自分の持ち味である耐え抜くという力を振り絞りベスト更新に向けて自分らしい歩きが出来るよう、この大会に挑みます。

414 北島　千聖 東大阪大学敬愛高等学校 積極的なレースをし、入賞を目指して粘り強い歩きが出来ようにるようにします。

415 山本　乃愛 私立鵬学園高等学校 最後まで粘り強く粘り。上位入賞。

416 山田　佳花 白鵬女子高等学校 特になし

417 竹内　聖奈 私立純美禮学園滋賀短期大学附属高等学校 初めての１０kmですが、前半から積極的に頑張ります！

418 奥田　夕楓 私立奈良大学附属高等学校 少しでも前についていけるように頑張ります

419 松本　愛澄 本庄東高等学校 入賞をめざします。

420 庄子　理菜 私立常盤木学園高等学校 10kmWに出場するのは初めてですが、最後まで粘り強く頑張ります。

421 齋藤　真吏亜 静岡県立浜松工業高等学校 粘り強い歩きで入賞目指して頑張ります。

422 大賀　羽和 中村学園女子高等学校 50分台で10位内を目指します！

423 寺本　瑛美 愛知県立旭丘高等学校 がんばります

424 松本　美澄 本庄東高等学校 上位入賞をめざします。

425 塚本　帆乃花 愛知県立旭野高等学校 スタミナが武器で長い距離であればあるほど得意です。

426 蔭平　彩良 長崎県立佐世保商業高等学校 同じペース歩ける

427 加藤　萌愛 岩手県立盛岡第三高等学校 10キロは初挑戦ですが、持久力を活かしてベストを尽くしたいです。

428 安達　みく 至学館高等学校 全力で頑張ります！

429 萩原　叶実 群馬県立伊勢崎清明高等学校 頑張ります

430 竹下　百音 私立九州国際大学付属高等学校 上位入賞

431 草野　湖子 大阪府立大塚高等学校 粘り強さ

432 川路　由真 津曲学園鹿児島高等学校 強い気持ちを持って一生懸命頑張ります。 よろしくお願いします。

433 木場田　萌優 滋賀県立水口東高等学校 安定したペースで歩ききれるようにする

434 諸岡　明日佳 長野県長野工業高等学校 自己ベストが自分より速い選手に勝つ！

435 髙尾　美月 順天堂大学 全力で頑張ります！

436 薄木　陽香 宮城県白石高等学校 入賞を目指して

437 糸賀　百香 島根県立出雲高等学校 粘り強く歩いて一つでも順位を上げていきたい

438 大島　璃胡 愛知県立津島高等学校 がんばります

439 近藤　葉香 新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 初めての１０ｋｍ競歩ですが、全力を尽くして頑張ります。

440 岡田　なのは 愛知県立千種高等学校 神戸の夜景のようにきらめく歩きをします！/初の10キロです‼どこまで名立たる選手に食らいついていけるか注目してください😊

441 牛尾　埜亜 滋賀県立大津商業高等学校 一生懸命頑張ります

442 森川　心愛 滋賀県立玉川高等学校 全国の強い選手と歩ける機会は少ないので、積極的なレースをしたい。

443 掃部　ひなた 岩手県立西和賀高等学校 後半勝負

444 敷島　千紘 徳島県立城東高等学校 初めての10kmWロードでの大会なので、55分切りを目指して最後まで精一杯歩きます。

445 酒井　天寧 兵庫県立西宮高等学校 チャレンジ

446 山本　結芽 高知中央高等学校 初めての10ｋｍなのでチャレンジ精神で望みます。

447 松本　果恋 私立金沢学院大学附属高等学校 入賞目指して頑張ります。

448 大塚　有莉 新潟県立十日町高等学校 初めての10Kなので、自分自身に挑戦する。

449 小賀　愛美 岡山商科大学附属高等学校 53分台／粘り

450 宮本　楓華 私立尚絅高等学校

451 金野　真綾 茨城県立日立第一高等学校 積極的に頑張る

452 番浦　春陽 京都市立紫野高等学校 10㎞は今まで歩いたことがない距離だけど、全力で歩いて速い選手のフォームなどを見て学んだりして、自分の競歩向上につな
げたいです。

453 山田　凜依奈 神奈川県立大和高等学校 初めての10kmへの挑戦で未知の世界だが、先生や先輩、一緒に練習してくれる仲間や家族への期待に応えられるよう精一杯
頑張ります。

454 近藤　かえ 済美高等学校 自己ベスト目指してがんばります。

455 中島　帆南 西宮市立西宮高等学校 安定した歩型で積極的なレースをする

456 松村　百花 埼玉県立狭山経済高等学校 初出場、頑張ります。

457 内海　詠茉 広島県立大門高等学校 10kmへは初めての挑戦ですが，チャレンジャーとしてベストを尽くせるよう頑張りたいです。

458 齊藤　美桜 東大阪大学敬愛高等学校 自分らしい歩きをして、自己ベストが更新出来るよう粘り強い歩きをします。

459 松本　梨央 愛知県立瑞陵高等学校 10キロは初めてなので楽しんで頑張ります‼

460 大﨑　詩 山口県立萩高等学校 初の全国大会！初の10㎞レース！全力で楽しみます。

461 藤原　小晴 岡山県立玉野光南高等学校 初めての10000mWですが、恐れることなく1年生らしくチャレンジ精神を持って歩きます。

462 北方　樹奈 北陸大谷学園小松大谷高等学校 忍耐

463 宇佐見　和奏 美濃加茂高等学校 54分台を目指して、レースの流れを自分でつくって歩けるように頑張ります。

464 新垣　知奈美 私立自由ケ丘高等学校 57分を切りたいです。

465 山田　容子 浦和学院高等学校 今までやってきたことの成果を発揮し、周りの人たちへの感謝の気持ちを忘れず完歩を目指して頑張りたいと思います。

466 佐々木　莉愛 埼玉県立春日部女子高等学校 自己ベスト目指して頑張ります。

467 間﨑　心仁 高知県立山田高等学校 初めての１０ｋｍ精一杯頑張ります／粘り強さ

468 吉川　佳凛 錦城高等学校 残り少ない大会の一つとして、後悔しないように全力で取り組みます！

469 西山　こと乃 山口県立萩高等学校 人生初の全国大会。自分の歩きができるように一生懸命頑張ります。

470 追分　梓心 柏市立柏高等学校 最後まで全力で歩き切ります

＼競歩がもっと面白くなる！？／

エントリーリスト
（U20選抜競歩・女子）


