
第37回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2013
兼 第14回世界陸上競技選手権大会（2013/モスクワ）男子・女子20km競歩日本代表選手選考競技大会
併催 第7回日本学生20km競歩選手権大会
兼 第27回ユニバシアード競技大会（2013/カザン）男子・女子20km競歩日本代表選手選考競技大会

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・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 ： 日本陸上競技連盟・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）

【 男子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：手動1/1秒　　　RACE START AT 2013.3.10　　11:25:00
審判長：林　樹　　　　　　　　　記録主任：東木　美憲

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考

1 32 高橋　英輝 ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ 岩手 岩手大学 0:20:09 0:40:48 (0:20:39) 1:01:18 (0:20:30) 1:22:48 (0:21:30)

2 49 丸尾　知司 ﾏﾙｵ ｻﾄｼ 京都 びわこ成蹊スポーツ大学 0:20:58 0:42:02 (0:21:04) 1:03:38 (0:21:36) 1:24:42 (0:21:04)

3 48 石田　研摩 ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾏ 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学 0:20:59 0:42:02 (0:21:03) 1:03:39 (0:21:37) 1:24:54 (0:21:15)

4 69 四戸　敬太 ｼﾉﾍ ｹｲﾀ 青森　 平成国際大学 0:21:42 0:42:57 (0:21:15) 1:04:00 (0:21:03) 1:24:59 (0:20:59)

5 25 原田　宣行 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛媛 東洋大学 0:21:16 0:42:24 (0:21:08) 1:03:43 (0:21:19) 1:25:32 (0:21:49)

6 90 中坪　章 ﾅｶﾂﾎﾞ ｱｷﾗ 青森　 山梨学院大学 0:20:59 0:42:02 (0:21:03) 1:03:39 (0:21:37) 1:25:47 (0:22:08)

7 45 伊藤　佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 北海道 北翔大学 0:20:58 0:42:01 (0:21:03) 1:04:02 (0:22:01) 1:26:41 (0:22:39)

8 80 木村　洋介 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ 愛知 順天堂大学 0:21:16 0:42:24 (0:21:08) 1:04:00 (0:21:36) 1:26:52 (0:22:52)

9 28 管野　智文 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾌﾐ 福島 東洋大学 0:21:25 0:43:12 (0:21:47) 1:05:14 (0:22:02) 1:27:08 (0:21:54)

10 74 笹谷　拓穂 ｻｻﾀﾆ ﾀｸﾎ 兵庫 大阪経済大学 0:22:11 0:44:06 (0:21:55) 1:06:03 (0:21:57) 1:27:23 (0:21:20)

11 85 野邊　翔吏 ﾉﾍﾞ ｼｮｳﾘ 千葉 順天堂大学 0:21:43 0:43:50 (0:22:07) 1:06:03 (0:22:13) 1:27:34 (0:21:31)

12 27 松崎　鷹樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｷ 富山 東洋大学 0:20:58 0:42:02 (0:21:04) 1:03:39 (0:21:37) 1:28:01 (0:24:22)

13 84 後藤　秀斗 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 京都 順天堂大学 0:22:11 0:44:07 (0:21:56) 1:06:03 (0:21:56) 1:28:37 (0:22:34)

14 79 大本　宗範 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 広島 広島経済大学 0:21:38 0:43:51 (0:22:13) 1:06:29 (0:22:38) 1:29:12 (0:22:43)

15 91 洪　肇佑 ｺｳ ﾊﾂﾕｳ 東京 山梨学院大学 0:21:30 0:43:38 (0:22:08) 1:06:06 (0:22:28) 1:29:13 (0:23:07)

16 83 松井　拓矢 ﾏﾂｲ ﾀｸﾔ 神奈川 順天堂大学 0:21:43 0:43:51 (0:22:08) 1:06:06 (0:22:15) 1:29:15 (0:23:09)

17 92 三上　裕 ﾐｶﾐ ﾕｳ 北海道 山梨学院大学 0:22:12 0:44:48 (0:22:36) 1:07:01 (0:22:13) 1:29:31 (0:22:30)

18 76 濱中　翔太 ﾊﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 大阪 国士舘大学 0:22:25 0:44:54 (0:22:29) 1:07:01 (0:22:07) 1:29:33 (0:22:32)

19 60 中村　亮介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 新潟 城西大学 0:21:33 0:43:51 (0:22:18) 1:06:52 (0:23:01) 1:29:40 (0:22:48)

20 58 小林　大地 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 城西大学 0:21:33 0:43:51 (0:22:18) 1:06:34 (0:22:43) 1:29:56 (0:23:22)

21 57 谷本　寛仁 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾄ 京都 立命館大学 0:22:11 0:44:17 (0:22:06) 1:06:52 (0:22:35) 1:30:01 (0:23:09)

22 23 長谷川　純平 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 滋賀 日本大学 0:22:11 0:44:47 (0:22:36) 1:07:01 (0:22:14) 1:30:24 (0:23:23)

23 33 渡邊　大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宮城 岩手大学 0:22:12 0:44:39 (0:22:27) 1:07:42 (0:23:03) 1:30:49 (0:23:07)

24 62 菅井　拓人 ｽｶﾞｲ ﾀｸﾄ 山形 東海大学 0:21:25 0:43:11 (0:21:46) 1:06:13 (0:23:02) 1:30:50 (0:24:37)

25 61 村上　格 ﾑﾗｶﾐ ｲﾀﾙ 北海道 北海道大学 0:22:12 0:44:11 (0:21:59) 1:07:04 (0:22:53) 1:31:10 (0:24:06)

26 41 堀田　樹生 ﾎｯﾀ ﾐｷｵ 愛知 東京大学 0:23:01 0:45:37 (0:22:36) 1:08:27 (0:22:50) 1:31:31 (0:23:04)

27 67 青山　喬紀 ｱｵﾔﾏ ﾓﾄｷ 北海道 東海大学北海道 0:22:11 0:44:07 (0:21:56) 1:06:04 (0:21:57) 1:31:47 (0:25:43)

28 50 廣藤　耕一 ﾋﾛﾌｼﾞ ｺｳｲﾁ 広島 福山大学 0:21:29 0:43:48 (0:22:19) 1:07:09 (0:23:21) 1:32:30 (0:25:21)

29 43 角川　拓也 ﾂﾉｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 宮城 東北大学 0:22:54 0:45:36 (0:22:42) 1:09:12 (0:23:36) 1:33:30 (0:24:18)

30 39 山口　正洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 三重 大阪大学 0:23:27 0:46:48 (0:23:21) 1:10:02 (0:23:14) 1:33:55 (0:23:53)

31 34 谷口　哲也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 鹿児島 小松短期大学 0:23:02 0:46:37 (0:23:35) 1:10:09 (0:23:32) 1:34:19 (0:24:10)

32 37 大内　穂高 ｵｵｳﾁ ﾎﾀｶ 東京 東京学芸大学 0:21:38 0:43:11 (0:21:33) 1:05:39 (0:22:28) 1:34:31 (0:28:52)

33 42 近藤　健一 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 三重 東京大学 0:23:03 0:46:25 (0:23:22) 1:10:15 (0:23:50) 1:34:33 (0:24:18)

34 59 割田　仁志 ﾜﾘﾀ ﾋﾄｼ 群馬 城西大学 0:22:49 0:45:37 (0:22:48) 1:10:10 (0:24:33) 1:35:34 (0:25:24)

35 53 一谷　優介 ｲﾁﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛媛 環太平洋大学 0:24:00 0:48:19 (0:24:19) 1:12:00 (0:23:41) 1:35:35 (0:23:35)

36 86 境谷　駿一 ｻｶｲﾀﾞﾆ ｼｭﾝｲﾁ 石川 金沢星稜大学 0:23:19 0:47:24 (0:24:05) 1:12:02 (0:24:38) 1:36:59 (0:24:57)

37 36 寿　悠太 ｺﾄﾌﾞｷ ﾕｳﾀ 鹿児島 小松短期大学 0:21:38 0:43:51 (0:22:13) 1:09:35 (0:25:44) 1:37:28 (0:27:53)

38 89 斧　祐治 ｵﾉ ﾕｳｼﾞ 静岡 山梨学院大学 0:21:18 0:43:39 (0:22:21) 1:09:15 (0:25:36) 1:37:47 (0:28:32)

39 51 清家　将徳 ｾｲｹ ﾏｻﾉﾘ 愛媛 福山大学 0:23:20 0:47:45 (0:24:25) 1:12:24 (0:24:39) 1:37:59 (0:25:35)

40 35 中原　耕汰 ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀ 長崎 小松短期大学 0:23:37 0:47:41 (0:24:04) 1:12:39 (0:24:58) 1:38:12 (0:25:33)

41 71 薮本　健太 ﾔﾌﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 和歌山 四天王寺大学 0:23:59 0:48:33 (0:24:34) 1:13:32 (0:24:59) 1:38:26 (0:24:54)

42 54 吉田　健人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 千葉 千葉商科大学 0:23:59 0:48:24 (0:24:25) 1:13:37 (0:25:13) 1:38:59 (0:25:22)

43 70 宗澤　博文 ﾑﾈｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ 愛媛 愛媛大学 0:24:38 0:49:16 (0:24:38) 1:14:16 (0:25:00) 1:39:17 (0:25:01)

44 75 木下　直道 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐﾁ 福岡 国士舘大学 0:24:38 0:49:20 (0:24:42) 1:14:21 (0:25:01) 1:39:19 (0:24:58)

45 64 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 広島 明治大学 0:24:59 0:49:33 (0:24:34) 1:14:15 (0:24:42) 1:39:30 (0:25:15)

46 52 森永　悟史 ﾓﾘﾅｶﾞ ｻﾄｼ 山口 福山大学 0:24:39 0:49:16 (0:24:37) 1:14:16 (0:25:00) 1:39:33 (0:25:17)

47 81 田口　雄助 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 福島 順天堂大学 0:22:21 0:45:18 (0:22:57) 1:09:39 (0:24:21) 1:39:53 (0:30:14)

48 68 福田　剛生 ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳｷ 石川 平成国際大学 0:23:04 0:47:07 (0:24:03) 1:11:49 (0:24:42) 1:39:58 (0:28:09)

49 65 仁和　光一 ﾆﾜ ｺｳｲﾁ 石川 明治大学 0:20:58 0:42:02 (0:21:04) 1:07:40 (0:25:38) 1:39:58 (0:32:18)

50 30 菅田　洸樹 ｽｶﾞﾀ ｺｳｷ 岩手 岩手大学 0:24:39 0:49:21 (0:24:42) 1:14:32 (0:25:11) 1:40:05 (0:25:33)

51 47 国本　寛冴 ｸﾆﾓﾄ ｶﾝｺﾞ 大阪 びわこ成蹊スポーツ大学 0:24:01 0:49:20 (0:25:19) 1:14:09 (0:24:49) 1:40:23 (0:26:14)

52 46 田中　拓心 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学 0:23:04 0:47:07 (0:24:03) 1:12:15 (0:25:08) 1:40:23 (0:28:08)
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【 男子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：手動1/1秒　　　RACE START AT 2013.3.10　　11:25:00
審判長：林　樹　　　　　　　　　記録主任：東木　美憲

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

53 72 佐藤　遼平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 長野 中部学院大学 0:24:39 0:49:46 (0:25:07) 1:16:04 (0:26:18) 1:41:00 (0:24:56)

54 66 栗林　剛正 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾏｻ 富山 富山大学 0:24:40 0:49:46 (0:25:06) 1:15:29 (0:25:43) 1:41:14 (0:25:45)

55 44 菊地　雄紀 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 北海道 北翔大学 0:24:00 0:48:39 (0:24:39) 1:14:06 (0:25:27) 1:42:39 (0:28:33)

56 77 星谷　建 ﾎｼﾔ ｹﾝ 東京 国士舘大学 0:23:05 0:47:08 (0:24:03) 1:12:47 (0:25:39) 1:45:49 (0:33:02)

57 87 船木　知憲 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾉﾘ 福井　 福井県立大学 0:23:12 0:47:56 (0:24:44) 1:14:42 (0:26:46) 1:47:53 (0:33:11)

22 人見　佑亮 ﾋﾄﾐ ﾕｳｽｹ 石川 日本大学 0:21:38 0:43:38 (0:22:00) 1:06:30 (0:22:52) DNF

26 沓名　貴輝 ｸﾂﾅ ﾀｶﾃﾙ 愛知 東洋大学 0:20:58 0:42:23 (0:21:25) 1:08:25 (0:26:02) DNF

55 大竹　良徳 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾉﾘ 茨城 筑波大学 0:28:07 0:55:38 (0:27:31) 1:23:18 (0:27:40) DNF

88 笹川　友輝 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ 山梨 山梨学院大学 0:21:18 0:42:42 (0:21:24) DNF

38 甲斐　奨史 ｶｲ ﾏｻﾌﾐ 熊本 大阪大学 0:22:14 0:45:56 (0:23:42) DNF

40 佐伯　佳祐 ｻｴｷ ｹｲｽｹ 広島 大阪大学 0:22:48 DNF

21 仲村　新太 ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 福井　 福井工業大学 DNF

24 尾﨑　徹 ｵｻﾞｷ ﾄｵﾙ 静岡 日本大学 DNF

29 西塔　拓己 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 広島 東洋大学 DNF

31 吉田　琢哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 岩手 岩手大学 DNF

56 荒木　朋宏 ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 立命館大学 DNF

63 勝木　隼人 ｶﾂｷ ﾊﾔﾄ 福岡 東海大学 DNF

73 尾上　雄基 ｵﾉｳｴ ﾕｳｷ 岐阜 中部学院大学 DNF

78 小林　正俊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 長野 創価大学 DNF

82 本田　健人 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 滋賀 順天堂大学 DNF


