
第38回全日本競歩能美大会
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2014
兼 第17回アジア競技大会（2014/仁川）男子・女子20km競歩代表選考競技会
併催 第8回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会

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・一般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 ： 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）

【 女子日本学生選手権　20km競歩 】
MEASURE：ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ　　　RACE START AT 2014.3.16   11:25:00
審判長：林　樹　　　　　　　　　記録主任：川口　雅樹

順位 № 氏名 フリガナ 地区 所属 5km 備考
R No Shimei ShimeiKana Chiku Shozoku Point1 Point2 (Lap2) Point3 (Lap3) Point4 (Lap4) 備考

1 238 岡田　久美子 ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ 埼玉 立教大学 0:23:55 0:46:59 (0:23:04) 1:10:16 (0:23:17) 1:33:25 (0:23:09)

2 246 岡部　文子 ｵｶﾍﾞ ﾌﾐｺ 埼玉 埼玉医科大学 0:23:55 0:47:50 (0:23:55) 1:13:01 (0:25:11) 1:37:56 (0:24:55)

3 233 渡邉　志穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎ 埼玉 東京学芸大学 0:23:56 0:47:50 (0:23:54) 1:13:02 (0:25:12) 1:38:44 (0:25:42)

4 242 松本　彩映 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ 北海道 国士舘大学 0:24:27 0:48:30 (0:24:03) 1:13:45 (0:25:15) 1:39:58 (0:26:13)

5 240 福田　亜矢子 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｺ 大阪 国士舘大学 0:24:20 0:49:04 (0:24:44) 1:14:59 (0:25:55) 1:40:39 (0:25:40)

6 232 八木　望 ﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ 埼玉 東京学芸大学 0:23:56 0:48:40 (0:24:44) 1:15:31 (0:26:51) 1:42:08 (0:26:37)

7 235 金﨑　葵 ｶﾅｻｷ ｱｵｲ 長崎 広島大学 0:24:51 0:49:56 (0:25:05) 1:16:31 (0:26:35) 1:42:47 (0:26:16)

8 239 大久保　玲美 ｵｵｸﾎﾞ ﾚﾐ 青森 弘前大学 0:25:46 0:50:57 (0:25:11) 1:16:52 (0:25:55) 1:43:16 (0:26:24)

9 251 橘　ひかり ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋｶﾘ 奈良 奈良産業大学 0:24:34 0:50:07 (0:25:33) 1:17:34 (0:27:27) 1:44:17 (0:26:43)

10 237 保坂　真里奈 ﾎｻｶ ﾏﾘﾅ 福岡 福岡大学 0:25:21 0:50:39 (0:25:18) 1:17:31 (0:26:52) 1:45:15 (0:27:44)

11 243 中原　舞 ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ 岐阜 中部学院大学 0:25:21 0:50:40 (0:25:19) 1:17:29 (0:26:49) 1:46:08 (0:28:39)

12 234 相京　智子 ｱｲｷｮｳ ﾄﾓｺ 東京 東京農業大学 0:28:09 0:55:49 (0:27:40) 1:23:43 (0:27:54) 1:51:26 (0:27:43)

13 236 城本　佳菜 ｼﾛﾓﾄ ｶﾅ 鳥取 びわこ成蹊大学 0:27:19 0:55:36 (0:28:17) 1:24:32 (0:28:56) 1:54:39 (0:30:07)

14 244 新田　由里子 ﾆｯﾀ ﾕﾘｺ 山梨 岩手大学 0:28:48 0:57:56 (0:29:08) 1:27:54 (0:29:58) 1:57:56 (0:30:02)

231 根本　侑実 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾐ 千葉 東京学芸大学 DNS

241 小泉　佳澄 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾐ 静岡 国士舘大学 DNS

245 佐藤　綾美 ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 岩手 至学館大学 0:28:48 0:58:11 (0:29:23) 1:35:52 (0:37:41) DNF

247 前田　浩唯 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｲ 京都 立命館大学 DNS

248 丸山　莉紗子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｻｺ 新潟 中京大学 DNS

249 上橋　愛穂 ｳｴﾊｼ ｱｷﾎ 大阪 近畿大学 DNS

250 川瀬　紫織 ｶﾜｾ ｼｵﾘ 神奈川 東洋大学 0:23:55 0:48:59 (0:25:04) DNF

252 西村　友香 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ 奈良 奈良産業大学 0:28:24 0:58:21 (0:29:57) 1:29:12 (0:30:51) DNF
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