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公益財団法人日本陸上競技連盟 

 

第 47回全日本競歩能美大会 

兼 Asian20km RaceWalking Championships in NOMI 2023 

エントリーリスト・取材要項について 

 

平素より本連盟の諸事業にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

2023年 3月 19日に開催する「第 47回全日本競歩能美大会 兼 Asian20km RaceWalking 

Championships in NOMI 2023」のエントリーリスト及び取材要項についてお知らせいたします。 

 

本大会はアジア選手権 20km 競歩を兼ねて開催され、男子 20km 競歩には「オレゴン 2022 世界陸上

競技選手権大会」男子 20km 競歩で 8 位入賞を果たした住所大翔（順天堂大学）、女子 20km 競歩には

「カリ 2022U20 世界陸上競技選手権大会」女子 10000m 競歩で銅メダルを獲得した柳井綾音（立命館

大学）が日本代表選手としてエントリー。 

また、全日本大会には上記 2 名の他「オレゴン 2022 世界陸上競技選手権大会」女子 35km 競歩日本

代表で前回大会チャンピオンの園田世玲奈（NTN）もエントリーしております。 

 

 

【大 会 名】第 47回全日本競歩能美大会  

併催 第 17回日本学生 20km競歩選手権大会 

兼 Asian20km RaceWalking Championships in NOMI 2023 

兼 ブダペスト 2023世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 

兼 杭州 2022アジア競技大会 日本代表選手選考競技会 

兼 バンコク 2023アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 

兼 ワールドユニバーシティゲームズ（2021／成都）日本代表選手選考競技会 

 

【開催日程】2023年 3月 19日（日） 

【開催会場】日本陸上競技連盟公認能美市営 20ｋｍコース(石川・能美） 

  

  ■第 47回全日本競歩能美大会 大会ページ 

 https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1704/ 

   

  ■第 47回全日本競歩能美大会 大会要項 

  https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1704-1.pdf 

 

 ■ブダペスト 2023世界陸上競技選手権大会 競歩日本代表選手選考要項 

  https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202208/30_124849.pdf 

 

  ■競歩競技特設サイト「Race Walking Navi～競歩ナビ～」 

  https://www.jaaf.or.jp/racewalking/ 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

公益財団法人日本陸上競技連盟 担当：粳田/石田  

Email：press@jaaf.or.jp 

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1704/
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1704-1.pdf
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202208/30_124849.pdf
https://www.jaaf.or.jp/racewalking/
mailto:press@jaaf.or.jp


人数 種目 競技者名 競技者名カナ 所属（外国籍競技者は国名） 都道府県
1 アジア男子20km競歩 Akshdeep Singh IND　インド 1:19:55
2 アジア男子20km競歩 住所　大翔 ジュウショ　ヒロト JPN　順天堂大学 兵庫県 1:20:14 20ｋｍｗ
3 アジア男子20km競歩 CHOE, Byeongkwang KOR　韓国 1:20:29
4 アジア男子20km競歩 WEN, Yongjie CHN　中国 1:22:23
5 アジア男子20km競歩 SHEIKO, Georgiy KAZ　カザフスタン 1:26:29
6 アジア男子20km競歩 HSU, Chia Wei TPE　チャイニーズタイペイ 1:26:47
7 アジア男子20km競歩 CHIN, Man Kit HKG　香港 1:29:25
8 アジア男子20km競歩 NGUYEN, Thanh Ngung VIE　ベトナム 1:31:54
9 アジア男子20km競歩 ZOORAVAND, Hamid Reza IRI　イラン
1 アジア女子20km競歩 Priyanka IND　インド 1:28:59
2 アジア女子20km競歩 GAO, Lan CHN　中国 1:30:27
3 アジア女子20km競歩 CHING, Siu Nga HKG　香港 1:32:30
4 アジア女子20km競歩 柳井　綾音 ヤナイ　アヤネ JPN　立命館大学 福岡県 1:33:46 20ｋｍｗ
5 アジア女子20km競歩 MOROZOVA, Kristina KAZ　カザフスタン 1:35:23
6 アジア女子20km競歩 NGUYEN, Thi Thanh Phuc VIE　ベトナム 1:41:51
1 オープン男子20km競歩 PANWAR, Suraj IND　インド 1:20:11
2 オープン男子20km競歩 SINGH, Vikash IND　インド 1:21:08
3 オープン男子20km競歩 BISHT, Paramjeet Singh IND　インド 1:21:59
4 オープン男子20km競歩 QIAN, Haifeng CHN　中国 1:22:23
5 オープン男子20km競歩 Hardeep IND　インド 1:22:30
6 オープン男子20km競歩 LI, Xingfu CHN　中国 1:22:48
7 オープン男子20km競歩 VO, Xuan Vinh VIE　ベトナム 1:33:33
8 オープン男子20km競歩 SONG, Minji KOR　韓国 1:39:49
9 オープン男子20km競歩 TINGAY, Declan AUS　オーストラリア

10 オープン男子20km競歩 COWLEY, Rhydian AUS　オーストラリア
11 オープン男子20km競歩 SWAN, Kyle AUS　オーストラリア
12 オープン男子20km競歩 THOMPSON, Will AUS　オーストラリア
13 オープン男子20km競歩 BAKER, Mitch AUS　オーストラリア
14 オープン男子20km競歩 FRASER, Tim AUS　オーストラリア
15 オープン男子20km競歩 RICHARDSON, Dylan AUS　オーストラリア
1 オープン女子20km競歩 JAT, Bhawna IND　インド 1:29:44
2 オープン女子20km競歩 SUKHWAL, Sonal IND　インド 1:31:03
3 オープン女子20km競歩 NIU, Zhuomayingji CHN　中国 1:32:05
4 オープン女子20km競歩 PRAJAPATI, Munita IND　インド 1:34:42
5 オープン女子20km競歩 LEE, Seha KOR　韓国 1:40:03
6 オープン女子20km競歩 NGUYEN, Thi Van VIE　ベトナム 1:45:46
7 オープン女子20km競歩 MONTAG, Jemina AUS　オーストラリア
8 オープン女子20km競歩 HENDERSON, Bec AUS　オーストラリア
9 オープン女子20km競歩 SANDERY, Olivia AUS　オーストラリア

10 オープン女子20km競歩 McMILLEN, Lizzy AUS　オーストラリア
11 オープン女子20km競歩 PITCHER, Alanah AUS　オーストラリア
12 オープン女子20km競歩 FIND　インドLAY, Samantha AUS　オーストラリア
13 オープン女子20km競歩 ARENAS CAMPUZANO, Sandra Lorena COL　コロンビア
1 全日本男子20km競歩 古賀　友太 コガ　ユウタ 大塚製薬 徳島県 1:20:34 20ｋｍｗ
2 全日本男子20km競歩 村山　裕太郎 ムラヤマ　ユウタロウ 富士通 千葉県 1:20:40 20ｋｍｗ
3 全日本男子20km競歩 諏方　元郁 スワ　モトフミ 愛知製鋼 愛知県 1:21:12 20ｋｍｗ
4 全日本男子20km競歩 高橋  和生 タカハシ  カズキ ADワークスグループ 東京都 1:22:08 20ｋｍｗ
5 全日本男子20km競歩 石田　昴 イシダ　スバル 自衛隊体育学校 埼玉県 1:22:18 20ｋｍｗ
6 全日本男子20km競歩 柳澤 優斗 ヤナギサワ ユウト ﾄｰﾊﾂ 長野県 1:27:15 20ｋｍｗ
7 全日本男子20km競歩 井元　太ニ イノモト　タイジ 前田建設工業 東京都 1:27:53 20ｋｍｗ
8 全日本男子20km競歩 田中　達也 タナカ　タツヤ 田中競歩軍 岐阜県 1:28:29 20ｋｍｗ
9 全日本男子20km競歩 山本　徹 ヤマモト　トオル KOBE ATHLETE CULB 兵庫県 1:28:34 20ｋｍｗ

10 全日本男子20km競歩 神澤　智也 カンザワ　トモヤ ムーンスター 佐賀県 1:30:15 20ｋｍｗ
11 全日本男子20km競歩 船木　知憲 フナキ　トモノリ NST 石川県 1:31:44 20ｋｍｗ
12 全日本男子20km競歩 生永　傑 イキナガ　マサル 糸田町役場 福岡県 1:32:11 20ｋｍｗ
1 全日本女子20km競歩 石田　さつき イシダ　サツキ 大津商業高等学校 滋賀県 0:47:12 10ｋｍｗ
2 全日本女子20km競歩 佐藤　裕美 サトウ　ユミ 栃木陸協 栃木県 51:17.91 10000ｍｗ
3 全日本女子20km競歩 園田　世玲奈 ソノダ　セレナ NTN 三重県 1:32:12 20ｋｍｗ
4 全日本女子20km競歩 熊谷　菜美 クマガイ　ナミ 関彰商事 茨城県 1:36:55 20ｋｍｗ
1 学生男子20㎞競歩 濱西　諒 ハマニシ　リョウ 明治大学 大阪府 0:39:04 10000ｍｗ
2 学生男子20㎞競歩 向井  大賀 ムカイ タイガ 九州共立大学 鹿児島県 0:39:55 10000ｍｗ
3 学生男子20㎞競歩 土屋　温希 ツチヤ　アツキ 立命館大学 奈良県 0:40:46 10000ｍｗ
4 学生男子20㎞競歩 谷垣 大翔 タニガキ　 ヒロト 中京大学 京都府 0:41:28 10000ｍｗ
5 学生男子20㎞競歩 髙松　航太 タカマツ　コウタ 中京大学 兵庫県 0:41:41 10000ｍｗ
6 学生男子20㎞競歩 近藤　岬 コンドウ　ミサキ 明治大学 新潟県 0:41:48 10000ｍｗ
7 学生男子20㎞競歩 山下  勇陽 ヤマシタ  ユウヒ 九州共立大学 鹿児島県 0:42:39 10000ｍｗ
8 学生男子20㎞競歩 米須　一清 コメス　イッセイ 九州共立大学 沖縄県 0:43:13 10000ｍｗ
9 学生男子20㎞競歩 佐藤　晋太 サトウ　サンタ 中京大学 長野県 0:43:40 10000ｍｗ

10 学生男子20㎞競歩 辻村　絢平 ツジムラ　ジュンペイ 中京大学 兵庫県 0:44:25 10000ｍｗ
11 学生男子20㎞競歩 山下  凌矢 ヤマシタ リョウヤ 九州共立大学 福岡県 0:44:49 10000ｍｗ
12 学生男子20㎞競歩 池田　健人 イケダ　ケント 福山平成大学 広島県 0:44:50 10000ｍｗ
13 学生男子20㎞競歩 杉本　知明 スギモト　トモアキ 皇學館大学 静岡県 0:44:58 10ｋｍｗ
14 学生男子20㎞競歩 新岡  翔輝 ニイオカ ショウキ 平成国際大学 青森県 0:44:59 10000ｍｗ

資格記録

第47回全日本競歩能美大会　エントリーリスト
併催 第17回日本学生20km競歩選手権大会
兼 Asian20km RaceWalking Championships in NOMI 2023

開催日：2023年3月19日（日）
会場：石川県能美市



人数 種目 競技者名 競技者名カナ 所属（外国籍競技者は国名） 都道府県 資格記録
15 学生男子20㎞競歩 村上　巧弥 ムラカミ　タクヤ 福山平成大学 広島県 0:45:22 10ｋｍｗ
16 学生男子20㎞競歩 南方　昭寛 ミナカタ　アキヒロ 岡山大学 兵庫県 0:45:38 10000ｍｗ
17 学生男子20㎞競歩 高島　捺綺 タカシマ　ナツキ 流通経済大学 福井県 0:45:42 10ｋｍｗ
18 学生男子20㎞競歩 赤峰　健斗 アカミネ　ケント 大阪大学 大阪府 0:45:47 10000ｍｗ
19 学生男子20㎞競歩 黒岩　澄空 クロイワ　ソラ 国士舘大学 高知県 0:45:50 10000ｍｗ
20 学生男子20㎞競歩 萬壽　春輝 マンジュ　ハルキ 順天堂大学 兵庫県 1:20:52 20ｋｍｗ
21 学生男子20㎞競歩 村手　光樹 ムラテ　ミツキ 東京学芸大学 三重県 1:21:47 20ｋｍｗ
22 学生男子20㎞競歩 吉川　絢斗 ヨシカワ　ケント 東京学芸大学 神奈川県 1:22:34 20ｋｍｗ
23 学生男子20㎞競歩 岩井　和也 イワイ　カズヤ 日本大学 和歌山県 1:22:50 20ｋｍｗ
24 学生男子20㎞競歩 石田　理人 イシダ　リヒト 東洋大学 兵庫県 1:22:58 20ｋｍｗ
25 学生男子20㎞競歩 立岩　和大 タテイワ　カズヒロ 順天堂大学 千葉県 1:24:44 20ｋｍｗ
26 学生男子20㎞競歩 前川  悠雅 マエカワ  ユウガ 東海大学 千葉県 1:25:06 20ｋｍｗ
27 学生男子20㎞競歩 長谷川　智里 ハセガワ　チサト 東京学芸大学 福島県 1:25:23 20ｋｍｗ
28 学生男子20㎞競歩 古賀　文也 コガ　フミヤ 順天堂大学 福岡県 1:25:38 20ｋｍｗ
29 学生男子20㎞競歩 清水　海地 シミズ　カイチ 明治大学 長野県 1:26:37 20ｋｍｗ
30 学生男子20㎞競歩 和家　昂太郎 ワケ　コウタロウ 国士舘大学 愛媛県 1:26:40 20ｋｍｗ
31 学生男子20㎞競歩 服部　悠平 ハットリ　ユウヘイ 順天堂大学 兵庫県 1:27:24 20ｋｍｗ
32 学生男子20㎞競歩 徳山  莞太 トクヤマ  カンタ 福井工業大学 福井県 1:27:39 20ｋｍｗ
33 学生男子20㎞競歩 西林  晴流 ニシバヤシ　セイル 山梨学院大学 山梨県 1:27:49 20ｋｍｗ
34 学生男子20㎞競歩 牧野　海音和 マキノ　ミトワ 立教大学 埼玉県 1:29:08 20ｋｍｗ
35 学生男子20㎞競歩 石川　琢馬 イシカワ　タクマ 岩手大学 秋田県 1:29:11 20ｋｍｗ
36 学生男子20㎞競歩 知念　凜斗 チネン　リント 九州共立大学 沖縄県 1:29:11 20ｋｍｗ
37 学生男子20㎞競歩 三好 凜 ミヨシ リン 九州共立大学 福岡県 1:29:12 20ｋｍｗ
38 学生男子20㎞競歩 渡邉　遊 ワタナベ　ユウ 大阪大学 兵庫県 1:29:47 20ｋｍｗ
39 学生男子20㎞競歩 水谷　颯佑 ミズタニ　ソウスケ 龍谷大学 京都府 1:29:51 20ｋｍｗ
40 学生男子20㎞競歩 福永　伸之介 フクナガ　シンノスケ 岡山大学 岡山県 1:30:06 20ｋｍｗ
41 学生男子20㎞競歩 菅原  恒平 スガワラ コウヘイ 新潟大学 秋田県 1:30:13 20ｋｍｗ
42 学生男子20㎞競歩 松本  天翔 マツモト カケル 福井工業大学 兵庫県 1:30:51 20ｋｍｗ
43 学生男子20㎞競歩 芳賀　崇斗 ハガ　シュウト 岩手大学 岩手県 1:30:59 20ｋｍｗ
44 学生男子20㎞競歩 小林　亮太 コバヤシ　リョウタ 明治大学 長野県 1:31:07 20ｋｍｗ
45 学生男子20㎞競歩 後藤　誉 ゴトウ　ホマレ 中京大学 岐阜県 1:31:14 20ｋｍｗ
46 学生男子20㎞競歩 平岡　拓 ヒラオカ　タク 京都大学 広島県 1:31:55 20ｋｍｗ
47 学生男子20㎞競歩 大家　利公 オオイエ　リク 順天堂大学 和歌山県 1:32:03 20ｋｍｗ
48 学生男子20㎞競歩 田邊  魁斗 タナベ  カイト 福井工業大学 石川県 1:33:26 20ｋｍｗ
49 学生男子20㎞競歩 永吉　恭理 ナガヨシ　キョウスケ 東洋大学 兵庫県 1:33:49 20ｋｍｗ
50 学生男子20㎞競歩 山下　尚真 ヤマシタ　ショウマ 岡山県立大 京都府 1:34:06 20ｋｍｗ
51 学生男子20㎞競歩 梶　光太朗 カジ　コウタロウ 岩手大学 神奈川県 1:34:25 20ｋｍｗ
52 学生男子20㎞競歩 瀬元　雅人 セモト　マサト 法政大学 福岡県 1:34:30 20ｋｍｗ
53 学生男子20㎞競歩 小柳　蓮 コヤナギ　レン 香川大学 香川県 1:35:52 20ｋｍｗ
54 学生男子20㎞競歩 中谷　知博 ナカタニ　トモヒロ 龍谷大学 奈良県 1:35:57 20ｋｍｗ
1 学生女子20㎞競歩 永井　優会 ナガイ　ユア 金沢学院大学 北海道 0:47:20 10ｋｍｗ
2 学生女子20㎞競歩 中野　彩月 ナカノ　サツキ 金沢学院大学 岐阜県 0:48:25 10ｋｍｗ
3 学生女子20㎞競歩 岩波　知佳 イワナミ　チカ 金沢学院大学 石川県 0:50:29 10ｋｍｗ
4 学生女子20㎞競歩 数間　あかり カズマ　アカリ 東京学芸大学 福島県 0:51:08 10000ｍｗ
5 学生女子20㎞競歩 三好　彩奈 ミヨシ　アヤナ 福山平成大学 広島県 0:51:16 10000ｍｗ
6 学生女子20㎞競歩 山内　レイラ ヤマウチ　レイラ 名桜大学 沖縄県 0:51:51 10ｋｍｗ
7 学生女子20㎞競歩 白石 悠 シライシ ハルカ 九州共立大学 福岡県 0:51:54 10000ｍｗ
8 学生女子20㎞競歩 勝間 緑 カツマ ミドリ 香川大学 香川県 0:52:49 10000ｍｗ
9 学生女子20㎞競歩 中部　遥 ナカベ　ハルカ びわこ成蹊スポーツ大学 滋賀県 0:52:57 10000ｍｗ

10 学生女子20㎞競歩 大網  瑞姫 オオアミ ミズキ 立教大学 千葉県 0:53:03 10ｋｍｗ
11 学生女子20㎞競歩 小川　真帆 オガワ　マホ 大阪大学 兵庫県 0:53:06 10000ｍｗ
12 学生女子20㎞競歩 中　梨緒 ナカ　リオ お茶の水女子大学 神奈川県 0:53:10 10ｋｍｗ
13 学生女子20㎞競歩 板橋　美月 イタハシ　ミヅキ 九州共立大学 大阪府 0:53:26 10000ｍｗ
14 学生女子20㎞競歩 久保山　聖奈 クボヤマ　セイナ 九州共立大学 福岡県 0:53:38 10000ｍｗ
15 学生女子20㎞競歩 則武　桃佳 ノリタケ　モモカ 中部学院大学 愛知県 0:54:20 10ｋｍｗ
16 学生女子20㎞競歩 川勝　裕夏 カワカツ　ユウカ 滋賀大学 滋賀県 0:54:23 10ｋｍｗ
17 学生女子20㎞競歩 内藤　未唯 ナイトウ　ミユ 神奈川大学 栃木県 1:33:41 20ｋｍｗ
18 学生女子20㎞競歩 梅野　倖子 ウメノ　ユキコ 順天堂大学 福岡県 1:35:44 20ｋｍｗ
19 学生女子20㎞競歩 下岡　仁美 シモオカ　ヒトミ 同志社大学 大阪府 1:36:02 20ｋｍｗ
20 学生女子20㎞競歩 杉林　歩 スギバヤシ　アユミ 大阪大学 大阪府 1:39:42 20ｋｍｗ
21 学生女子20㎞競歩 中村　綾花 ナカムラ　アヤカ 日本体育大学 長野県 1:40:21 20ｋｍｗ
22 学生女子20㎞競歩 柴田　葵 シバタ　アオイ 至学館大学 愛知県 1:44:26 20ｋｍｗ
23 学生女子20㎞競歩 山岸　芽生 ヤマギシ　メイ 中京大学 新潟県 1:44:36 20ｋｍｗ
24 学生女子20㎞競歩 築地  麻里亜 ツキジ マリア 九州共立大学 福岡県 1:45:02 20ｋｍｗ
25 学生女子20㎞競歩 川邉　のぞみ カワベ　ノゾミ 名古屋大学 岐阜県 1:45:42 20ｋｍｗ
26 学生女子20㎞競歩 岡本　瑠香 オカモト　ルカ 中京大学 大阪府 1:46:16 20ｋｍｗ
27 学生女子20㎞競歩 谷門　花菜 タニカド　カナ 九州共立大学 鹿児島県 1:48:19 20ｋｍｗ
28 学生女子20㎞競歩 樋渡  結 ヒワタシ ユイ 九州共立大学 福岡県 1:50:06 20ｋｍｗ
1 高校生男子10km競歩 西秋　克海 ニシアキ　カツミ 滋賀学園高等学校 滋賀県 20:37.02 5000ｍｗ
2 高校生男子10km競歩 奥　宗也 オク　ソウヤ 大牟田高等学校 福岡県 21:25.33 5000ｍｗ
3 高校生男子10km競歩 安田　夢咲士 ヤスダ　ムサシ 大牟田高等学校 福岡県 21:30.13 5000ｍｗ
4 高校生男子10km競歩 尾崎　淳平 オザキ　ジュンペイ 長崎県立口加高等学校 長崎県 21:30.46 5000ｍｗ
5 高校生男子10km競歩 津田　彩翔 ツダ　アヤト 滋賀学園高等学校 滋賀県 21:34.04 5000ｍｗ
6 高校生男子10km競歩 野村　颯斗 ノムラ　ソウト 大垣工業高等学校 岐阜県 22:05.89 5000ｍｗ
7 高校生男子10km競歩 豊島　楓也 トヨシマ　フウヤ 鵬学園高等学校 石川県 22:12.88 5000ｍｗ
8 高校生男子10km競歩 藤原  翔 フジワラ 　ショウ 兵庫県立西脇工業高等学校  兵庫県 22:26.90 5000ｍｗ
9 高校生男子10km競歩 中田　晴斗 ナカダ　ハルト 富山中部高等学校 富山県 22:39.27 5000ｍｗ

10 高校生男子10km競歩 澤邉　敬 サワベ　ケイ 小松大谷高等学校 石川県 22:40.40 5000ｍｗ
11 高校生男子10km競歩 柴野　大輔 シバノ　ダイスケ 膳所高等学校 滋賀県 22:51.81 5000ｍｗ
12 高校生男子10km競歩 嶋倉　秀斗 シマクラ　シュウト 石川県立工業高等学校 石川県 22:57.46 5000ｍｗ
13 高校生男子10km競歩 吉田　匠吾 ヨシタ　ショウゴ 小松大谷高等学校 石川県 22:58.28 5000ｍｗ
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14 高校生男子10km競歩 西方　蓮太郎 ニシカタ　レンタロウ 長野工業高等学校 長野県 23:05.28 5000ｍｗ
15 高校生男子10km競歩 山本　陵弥 ヤマモト　リョウヤ 長野高等学校 長野県 23:11.77 5000ｍｗ
16 高校生男子10km競歩 立花　春樹 タチバナ　ハルキ 加高等学校 長崎県 23:13.00 5000ｍｗ
17 高校生男子10km競歩 久村　順正 ヒサムラ　ジュンセイ 富山高等専門学校 富山県 23:19.35 5000ｍｗ
18 高校生男子10km競歩 山口　侑樹 ヤマグチ　ユウキ 金沢学院大学附属高等学校 石川県 23:20.72 5000ｍｗ
19 高校生男子10km競歩 大家　健生 オオカ　タケオ 富山県立高岡高等学校 富山県 23:24.84 5000ｍｗ
20 高校生男子10km競歩 湯河　獅子 ユカワ　レオ 西脇工業高等学校 兵庫県 23:33.19 5000ｍｗ
21 高校生男子10km競歩 間野　結太 マノ　ユウタ 狭山経済高等学校 埼玉県 23:34.28 5000ｍｗ
22 高校生男子10km競歩 加藤　嶺歩 カトウ　レイホ 三島高等学校 大阪府 23:40.37 5000ｍｗ
23 高校生男子10km競歩 小山　湊生 コヤマ　ソウ 鳥取城北高等学校 鳥取県 23:40.67 5000ｍｗ
24 高校生男子10km競歩 舩本　賢伸 フナモト　ケンシン 愛工大名電高等学校 愛知県 23:43.40 5000ｍｗ
25 高校生男子10km競歩 前原　凌 マエハラ　リョウ 愛知産業大学三河高等学校 愛知県 23:44.74 5000ｍｗ
26 高校生男子10km競歩 佐藤　生都 サトウ　キイト 春日部東高等学校 埼玉県 23:52.54 5000ｍｗ
27 高校生男子10km競歩 松尾　悠真 マツオ　ユウマ 長崎県立口加高等学校 長崎県 24:01.30 5000ｍｗ
28 高校生男子10km競歩 加藤　瑛一 カトウ　エイイチ 旭野高等学校 愛知県 24:01.37 5000ｍｗ
29 高校生男子10km競歩 井上　翔太 イノウエ　ショウタ 上野高等学校 三重県 24:01.48 5000ｍｗ
30 高校生男子10km競歩 田中　澪 タナカ　レイ 泉丘高等学校 石川県 24:02.35 5000ｍｗ
31 高校生男子10km競歩 藤本　光太郎 フジモト　コウタロウ 上野高等学校 三重県 24:03.76 5000ｍｗ
32 高校生男子10km競歩 安藤　咲人 アンドウ　サクト 京都市立西京高等学校 京都府 24:07.34 5000ｍｗ
33 高校生男子10km競歩 平澤　航大 ヒラサワ　コウタ 松川高等学校 長野県 0:24:17 5ｋｍｗ
34 高校生男子10km競歩 鹿野　瑛貴 シカノ　エイキ 二水高等学校 石川県 24:18.04 5000ｍｗ
35 高校生男子10km競歩 宮本　祥吾 ミヤモト　ショウゴ 富山高等専門学校 富山県 24:22.99 5000ｍｗ
36 高校生男子10km競歩 杉本　湊 スギモト　ミナト 上野高等学校 三重県 24:23.19 5000ｍｗ
37 高校生男子10km競歩 國則　昂太 クニノリ　コウタ 高知商業高等学校 高知県 24:23.91 5000ｍｗ
38 高校生男子10km競歩 尾方　晃正 オガタ　コウセイ 千種高等学校 愛知県 24:27.74 5000ｍｗ
39 高校生男子10km競歩 清藤　凌太 キヨトウ　リョウタ 高知中央高等学校 高知県 24:36.00 5ｋｍｗ
40 高校生男子10km競歩 梅村　愛之介 ウメムラ　アイノスケ 徳島科学技術高等学校 徳島県 24:40.22 5000ｍｗ
41 高校生男子10km競歩 林田　岳大 ハヤシダ　ガクタ 水口東高等学校 滋賀県 24:41.17 5000ｍｗ
42 高校生男子10km競歩 瀬川　孝太 セガワ　コウタ 西京高等学校 京都府 24:44.87 5000ｍｗ
43 高校生男子10km競歩 秋重　飛鳥 アキシゲ　アスカ 泉陽高等学校　 大阪府 24:46.69 5000ｍｗ
44 高校生男子10km競歩 菅野　走太 カンノ　ソウタ 宮城県立志津川高等学校 宮城県 24:49.05 5000ｍｗ
45 高校生男子10km競歩 胎中　隆太 タイナカ　リュウタ 奈良大学附属高等学校 奈良県 24:51.21 5000ｍｗ
46 高校生男子10km競歩 吉冨　晴心 ヨシドミ　ハルト 大津商業高等学校 滋賀県 24:55.01 5000ｍｗ
47 高校生男子10km競歩 谷内　陸斗 ヤチ　リクト 石川県立輪島高等学校 石川県
48 高校生男子10km競歩 林  翔大 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 小松大谷高等学校 石川県
49 高校生男子10km競歩 長田　悠吾 ナガタ　ユウゴ 智辯カレッジ高等学校 奈良県 0:42:31 10ｋｍｗ
50 高校生男子10km競歩 櫻井　建太 サクライ　ケンタ 星稜高等学校 石川県 0:43:32 10ｋｍｗ
51 高校生男子10km競歩 津田　翔太郎 ツダ　ショウタロウ 高知工業高等学校 高知県 0:43:54 10ｋｍｗ
52 高校生男子10km競歩 赤澤 晃成 アカザワ　コウセイ 倉敷南高等学校 岡山県 0:44:38 10ｋｍｗ
53 高校生男子10km競歩 青木　海橙 アオキ　カイト 萩高等学校 山口県 0:45:00 10ｋｍｗ
54 高校生男子10km競歩 中島 佑之 ナカジマ　ユウシ 大塚高等学校 大阪府 0:45:11 10ｋｍｗ
55 高校生男子10km競歩 小桐  宏太 オギリ コウタ 浜松日体高等学校 静岡県 0:45:24 10ｋｍｗ
56 高校生男子10km競歩 三堀　真輝 ミホリ　マサキ 保土ケ谷高等学校 神奈川県 0:45:30 10ｋｍｗ
57 高校生男子10km競歩 守屋 海斗 モリヤ カイト 保土ケ谷高等学校 神奈川県 0:45:32 10ｋｍｗ
58 高校生男子10km競歩 岩井　航 イワイ　ワタル 智辯カレッジ高等学校 奈良県 0:45:38 10ｋｍｗ
59 高校生男子10km競歩 高橋　一虎 タカハシ　イッコウ 智辯カレッジ高等学校 奈良県 0:45:39 10ｋｍｗ
60 高校生男子10km競歩 玉春　汰造 タマハル　タイゾウ 立西脇工業高等学校 兵庫県 0:45:47 10ｋｍｗ
61 高校生男子10km競歩 小島　颯翔 コジマ　リュウト 丸子修学館高等学校 長野県 46:02.00 10ｋｍｗ
62 高校生男子10km競歩 大西　遥仁 オオニシ　ハルヒト 田辺高等学校 京都府 46:54.08 10000ｍｗ
63 高校生男子10km競歩 松澤　陽平 マツザワ　ヨウヘイ 我孫子高等学校 千葉県 0:47:07 10ｋｍｗ
64 高校生男子10km競歩 五十嵐　洋平 イカラシ　ヨウヘイ 長岡高等学校 新潟県 0:48:22 10ｋｍｗ
65 高校生男子10km競歩 中川　尚昭 ナカガワ　ナオアキ 湘南高等学校 神奈川県 0:48:28 10ｋｍｗ
66 高校生男子10km競歩 小田　匠人 オダ　タクト 山本高等学校 大阪府 48:43.40 10000ｍｗ
67 高校生男子10km競歩 清水　哲朗 シミズ　テツロウ 富山高等専門学校 富山県 0:48:45 10ｋｍｗ
68 高校生男子10km競歩 中田　大嵩 ナカタ　ヒロタカ 丸子修学館高等学校 長野県 0:49:39 10ｋｍｗ
69 高校生男子10km競歩 八村　巧馬 ハチムラ　タクマ 獨協埼玉高等学校 埼玉県 0:49:45 10ｋｍｗ
70 高校生男子10km競歩 藤居 佑太 フジイ ユウタ 堀川高等学校 京都府  24:58:92 5000ｍｗ
1 高校生女子5km競歩 藤井  うの フジイ  ウノ 福山暁の星女子高等学校 広島県 15:19.85 3000ｍｗ
2 高校生女子5km競歩 岩波　和紗 イワナミ　ナギサ 輪島高等学校 石川県
3 高校生女子5km競歩 中島　橙子 ナカジマ　トウコ 前橋女子高等学校 群馬県 24:08.97 5000ｍｗ
4 高校生女子5km競歩 山口　侑衣菜 ヤマグチ　ユイナ 玉野光南高等学校 岡山県 24:11.71 5000ｍｗ
5 高校生女子5km競歩 六反　栞奈 ロクタン　カンナ 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 24:19.29 5000ｍｗ
6 高校生女子5km競歩 北島　千聖 キタジマ　チサト 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 0:24:23 5ｋｍｗ
7 高校生女子5km競歩 奥野　紗 オクノ　スズ 浪速高等学校 大阪府 24:27.03 5000ｍｗ
8 高校生女子5km競歩 齋藤  真吏亜 サイトウ  マリア 浜松工業高等学校 静岡県 0:24:40 5ｋｍｗ
9 高校生女子5km競歩 奥田　夕楓 オクダ　ユウカ 奈良大学附属高等学校 奈良県 24:48.18 5000ｍｗ

10 高校生女子5km競歩 松本　愛澄 マツモト　アズミ 本庄東高等学校 埼玉県 0:24:51 5ｋｍｗ
11 高校生女子5km競歩 寺本　瑛美 テラモト　エイミ 旭丘高等学校 愛知県 24:56.54 5000ｍｗ
12 高校生女子5km競歩 松本　美澄 マツモト　ミズイ 本庄東高等学校 埼玉県 24:57.45 5000ｍｗ
13 高校生女子5km競歩 塚本　帆乃花 ツカモト　ホノカ 旭野高等学校 愛知県 24:57.98 5000ｍｗ
14 高校生女子5km競歩 木場田　萌優 コバタ　モユ 水口東高等学校 滋賀県 25:18.14 5000ｍｗ
15 高校生女子5km競歩 諸岡　明日佳 モロオカ　アスカ 長野工業高等学校 長野県 25:24.79 5000ｍｗ
16 高校生女子5km競歩 市川 心菜 イチカワ ココナ 郡山女子大学附属高等学校 福島県 25:26.86 5000ｍｗ
17 高校生女子5km競歩 岡田  なのは オカダ ナノハ 千種高等学校 愛知県 0:25:30 5ｋｍｗ
18 高校生女子5km競歩 牛尾　埜亜 ウシオ　ノア 大津商業高等学校 滋賀県 25:32.39 5000ｍｗ
19 高校生女子5km競歩 森川　心愛 モリカワ　ココナ 玉川高等学校 滋賀県 25:36.85 5000ｍｗ
20 高校生女子5km競歩 敷島　千紘 シキシマ　チヒロ 城東高等学校 徳島県 25:39.98 5000ｍｗ
21 高校生女子5km競歩 山本　結芽 ヤマモト　ユメ 高知中央高等学校 高知県 25:42.84 5000ｍｗ
22 高校生女子5km競歩 松本　果恋 マツモト　カレン 金沢学院大学附属高等学校 石川県 25:46.91 5000ｍｗ
23 高校生女子5km競歩 大塚　有莉 オオツカ　ユリ 十日町高等学校 新潟県 0:25:50 5ｋｍｗ
24 高校生女子5km競歩 近藤　かえ コンドウ　カエ 済美高等学校 岐阜県 0:25:54 5ｋｍｗ
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25 高校生女子5km競歩 中島　帆南 ナカジマ　ホナミ 立西宮高等高等学校 兵庫県 25:55.98 5000ｍｗ
26 高校生女子5km競歩 松村　百花 マツムラ　モモカ 立狭山経済高等学校 埼玉県 0:25:58 5ｋｍｗ
27 高校生女子5km競歩 内海　詠茉 ウツミ　エマ 大門高等学校 広島県 25:58.82 5000ｍｗ
28 高校生女子5km競歩 齊藤　美桜 サイトウ　ミオ 東大阪大学敬愛高等学校 大阪府 0:26:00 5ｋｍｗ
29 高校生女子5km競歩 藤原　小晴 フジワラ　コハル 玉野光南高等学校 岡山県 26:01.72 5000ｍｗ
30 高校生女子5km競歩 北方  樹奈 キタガタ ジュナ 小松大谷高等学校 石川県 26:02.08 5000ｍｗ
31 高校生女子5km競歩 宇佐見　和奏 ウサミ　ワカナ 美濃加茂高等学校 岐阜県 0:26:06 5ｋｍｗ
32 高校生女子5km競歩 追分  梓心 オイワケ  アズミ 柏高等学校 千葉県 26:17.18 5000ｍｗ
33 高校生女子5km競歩 田中　志桜 タナカ　シオ 大門高等学校 広島県 26:34.87 5000ｍｗ
34 高校生女子5km競歩 中部　静 ナカベ　シズカ 大津商業高等学校 滋賀県 26:36.82 5000ｍｗ
35 高校生女子5km競歩 大泉 柊 オオイズ ミシュウ 札幌白石高等学校 北海道 26:49.30 5000ｍｗ
36 高校生女子5km競歩 山口　乃亜 ヤマグチ　ノア 立松蔭高等学校 愛知県 26:52.37 5000ｍｗ
37 高校生女子5km競歩 内藤　瑠菜 ナイトウ　ルナ 相模原中等教育学校 神奈川県 26:54.04 5000ｍｗ
38 高校生女子5km競歩 原　千惺 ハラ　チサト 長野県諏訪二葉高等学校 長野県 27:04.97 5000ｍｗ
39 高校生女子5km競歩 後小路　葉月 ウシロコウジ　ハヅキ 野沢北高等学校 長野県 27:15.49 5000ｍｗ
40 高校生女子5km競歩 中島　杏 ナカジマ　アン 十日町高等学校 新潟県 27:17.34 5000ｍｗ
41 高校生女子5km競歩 大澤　杏莉 オオサワ　アンリ 太田東高等学校 群馬県 27:23.33 5000ｍｗ
42 高校生女子5km競歩 武本 愛生 タケモト メイ 岡山南高等学校 岡山県 27:27.14 5000ｍｗ
43 高校生女子5km競歩 久保　花怜 クボ　カレン 高崎商業高等学校 群馬県 27:42.84 5000ｍｗ
44 高校生女子5km競歩 中條　晴加 ナカジョウ　ハルカ 泉陽高等学校　　 大阪府 27:46.01 5000ｍｗ
45 高校生女子5km競歩 近藤　千晴 コンドウ　チハル 長岡高等学校 新潟県 27:49.00 5ｋｍｗ
46 高校生女子5km競歩 平下　姫菜 ヒラシタ　ヒナ 石川県立工業高等学校 石川県 27:57.05 5000ｍｗ
47 高校生女子5km競歩 高橋　心優 タカハシ　ミユ 草津東高等学校 滋賀県 27:59.45 5000ｍｗ
48 高校生女子5km競歩 北方　杏奈 キタガタ　アンナ 小松大谷高等学校 石川県
49 高校生女子5km競歩 植野　瑠唯 ウエノ　ルイ 立安芸高等学校 高知県
1 男子中学生3km競歩 岡崎　大知 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 東大寺学園中学校 奈良県 09:58.58 3000ｍ
2 男子中学生3km競歩 川崎　 達雄 カワサキ　タツオ 東大寺学園中学校 奈良県 10:01.51 3000ｍ
3 男子中学生3km競歩 福島　崇史 フクシマ　タカシ 東大寺学園中学校 奈良県 10:23.38 3000ｍ
4 男子中学生3km競歩 酒井　優志 サカイ　ユウシ 東大寺学園中学校 奈良県 10:25.41 3000ｍ
5 男子中学生3km競歩 喜多　翼 キタ　ツバサ 星稜中学校 石川県 16:53.69 3000ｍｗ
6 男子中学生3km競歩 宮下　太智 ミヤシタ　タイチ 加賀市立山代中学校 石川県 17:30.03 3000ｍｗ
7 男子中学生3km競歩 濱谷　里玖 ハマヤ　リク 辰口中学校 石川県 18:24.10 3000ｍｗ
8 男子中学生3km競歩 花井　海利 ハナイ　カイト 金沢市立泉中学校 石川県 18:56.51 3000ｍｗ
9 男子中学生3km競歩 三浦　義史 ミウラヨシフミ 中央大学附属横浜中学校 神奈川県 0:19:26 3ｋｍｗ

10 男子中学生3km競歩 大村　湊 オオムラ　ミナト 金沢市立泉中学校 石川県 19:31.09 3000ｍｗ
11 男子中学生3km競歩 秋田　大和 アキタ　ヤマト 加賀市立山中中学校 石川県 20:50.30 3000ｍｗ
12 男子中学生3km競歩 馬渕　尊生 マブチ　タケル 岐阜市立境川中学校 岐阜県
13 男子中学生3km競歩 川野　鷹綱 カワノ　タカツネ 須走中学校 静岡県
14 男子中学生3km競歩 小原　純一 オハラ　ジュンイチ 加賀市立山中中学校 石川県
15 男子中学生3km競歩 渡辺　琉太 ワタナベ　リュウタ 東大寺学園中学校 奈良県
16 男子中学生3km競歩 大家　颯馬 オオイエ　ソウマ 加賀市立山代中学校 石川県
17 男子中学生3km競歩 五所村　央歩 ゴショムラ　オト 加賀市立山代中学校 石川県
18 男子中学生3km競歩 西出　健人 ニシデ　ケント 加賀市立山代中学校 石川県
1 女子中学生3km競歩 田中　理央 タナカ　リオ 加賀市立山代中学校 石川県 02:27.46 800ｍ
2 女子中学生3km競歩 小川　渚咲 オガワ　ナギサ 福山暁の星女子中学校 広島県 15:09.09 3000ｍｗ
3 女子中学生3km競歩 居村　美怜 イムラ　ミサト 辰口中学校 石川県 16:22.65 3000ｍｗ
4 女子中学生3km競歩 佐藤　音彩 サトウ　ネイロ 栃木陸協 栃木県 16:42.39 3ｋｍｗ
5 女子中学生3km競歩 五所村　アコ ゴショムラ　アコ 星稜中学校 石川県 16:42.48 3000ｍｗ
6 女子中学生3km競歩 小寺　香 コデラ　カオリ 金沢市立港中学校 石川県 16:42.77 3000ｍｗ
7 女子中学生3km競歩 石塚　みのり イシヅカ　ミノリ 北陸学院中 石川県 17:00.11 3000ｍｗ
8 女子中学生3km競歩 後　優里奈 ウシロ　ユリナ 金沢市立泉中学校 石川県 17:13.47 3000ｍｗ
9 女子中学生3km競歩 北川　結菜 キタガワ　ユイナ 金沢市立浅野川中学校 石川県 17:17.84 3000ｍｗ

10 女子中学生3km競歩 梶井　咲希 カジイ　サキ 加賀市立山中中学校 石川県 18:42.62 3000ｍｗ
11 女子中学生3km競歩 荒木　七海 アラキ　ナナミ 金沢市立城南中学校 石川県 19:17.12 3000ｍｗ
12 女子中学生3km競歩 谷内　風花 ヤチ　フウカ 金沢市立浅野川中学校 石川県 19:45.48 3000ｍｗ
13 女子中学生3km競歩 櫻町　妃菜 サクラマチ　ヒナ 金沢市立泉中学校 石川県 21:05.84 3000ｍｗ
14 女子中学生3km競歩 寺倉　百華 テラクラ　モカ 金沢市立港中学校 石川県 22:02.33 3000ｍｗ
15 女子中学生3km競歩 松浦　瑠里 マツウラ　ルリ 金沢市立城南中学校 石川県 22:52.62 3000ｍｗ
16 女子中学生3km競歩 大浦　真歩 オオウラ　マホ 白山市立美川中学校 石川県



第47回全日本競歩能美大会
大会取材要項

■大会日程 2023年3月19日（日）

■開催場所 日本陸上競技連盟公認能美市営20kmコース（石川・能美）

■報道受付 ❶ENG・スチールカメラ 7:20～
❷ペン取材 7:40～
受付の密集を防ぐため、受付前の来場はお控えください。

■前日会見 本大会では前日会見は実施しない予定です。

取材申請締切日 2023年3月10日（金）18:00まで

2023年3月2日（木）

公益財団法人日本陸上競技連盟

一般財団法人石川陸上競技協会



本大会の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する「陸上競技活動再開のガイダン

ス」に基づき、報道関係の皆さまに安全に取材していただくため、下記の要領にて取材・報道体

制を整えております。

報道関係の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。

取材の申請にあたっては、必ず本取材要項をご高覧の上、お申し込み下さい。尚、申し込みさ

れた場合には、本取材要項の全ての内容にご同意いただけたことといたしますので予めご了承下

さい。

新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い

第47回全日本競歩能美大会

本連盟主催大会では、「陸上競技活動再開のガイダンス」に準拠し競技会を開催いたします。

ガイダンス最新版は、本連盟 HP（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/）に掲載を

しておりますので、必ず事前にお目通しいただき、感染症対策を徹底したうえでのご参加をお

願いいたします。HP にて最新情報をご確認ください。

▼「陸上競技活動再開のガイダンス」

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/

①取材時は必ず不織布マスク着用・手洗いや咳エチケットなどへの心がけをお願いいたします。

②競技会終了後、2 週間以内に発熱などの症状があった場合には最寄りの保健所、診療所（かか

りつけ医）等に相談後、必ず大会主催者に報告をお願いします。

③以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせていただきますようお願いいたします。

・ 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

・ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は 当該在住者との濃厚接触がある場合

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い＞

https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/
https://www.jaaf.or.jp/news/article/13857/


本大会の開催にあたり、報道関係の皆様に支障なく取材して頂くために、下記の要領にて取材・

報道体制を整えております。必ず本取材要項をご高覧の上、お申し込み下さい。尚、申し込み

された場合には、本取材要項の全ての内容に同意したものとみなしますので、予めご了承下さい。

取材は、あくまでもスポーツ報道を対象としております。従いまして、スポーツ報道以外の目

的での取材は、原則としてお断りしております。尚、競技運営の都合上、撮影規制をする場合が

ありますが、その際は必ず審判・役員の指示に従って下さい。会場内での取材活動につきまして、

関係者の指示並びに下記の要項に著しく逸脱した場合は、取材をお断りする場合もありますので

予めご了承下さい。

報道取材に関するご案内

本大会の取材を希望される各社は、2023年3月10日（金）18:00までに、下記申請フォームより
申し込みをお願いいたします。
原則として、運動記者クラブ、日本新聞協会、写真記者協会、日本雑誌協会、スポーツニュース協
会（含系列局）、日本スポーツプレス協会、日本外国特派員 協会の各加盟社でスポーツ報道を目
的とするメディアおよび日本陸連にて許可させていただくメディアに限らせていただきます。

締め切り後の申し込みや、当日会場での直接の申し込みはお受けしかねます。予めご了承下さい。

＜取材申請枠＞

※新型コロナウイルス感染拡大防止のためのプレス控・取材・撮影エリアの関係により、申請を取
りまとめた後に取材人数等を調整する場合もございます。
その際は別途ご連絡いたしますので、予めご了承ください。

1. 報道取材申し込みについて

https://forms.gle/3Q8KedsLjgQiiwcc6

取材申請フォーム

1.報道取材申し込みについて

区分 記者 フォトグラファー 備考

運動記者クラブ加盟社 2名/社

写真記者協会加盟社 １名/社

スポーツニュース協会
(ENGクルー）

1系列局3名

1系列局につきENGカメラ1台（デジカメ追加可能）、
1クルーにつき最大3名（ディレクター含/記者は1名
まで）の枠内で調整してください。 名前が確定
できない場合は「カメラ」「音声」「アシスタン
ト」等、担当と取材人数が分かるようご記入くださ
い。
※名前が確定次第、press@jaaf.or.jpへ必ずご連絡
ください。

陸上専門誌 2名/社 2名/社 陸上競技マガジン・月刊陸上競技

日本新聞協会

１名/社
記者または記者・カメラ兼任でお願いいたします。
※掲載媒体や過去の掲載実績などを鑑み調整させて
いただきます。

日本雑誌協会

その他のメディア

（WEB・フリーランス等)

https://forms.gle/3Q8KedsLjgQiiwcc6
mailto:press@jaaf.or.jp


①プレスADカード、ビブスは、大会当日報道受付にてお渡しいたします。
※受付の際に検温を実施させていただきます。37.5 度以上を示した場合は、感染拡大防止のために
取材を辞退いただきます。

※ADカードの再発行は致しませんので、自己管理をお願い致します。

②ビブスは受付後から大会終了時まで必ず着用していただきますようお願いいたします。
＜ビブスのカテゴリ＞

③取材者の変更は取材者枠内で可能です。 その場合は、事前に変更者のお名前・ご連絡先を
大会前日までにメール（press@jaaf.or.jp）にてお送りいただき、
※取材をキャンセルされる場合も必ずご連絡ください。

1. 報道受付について

①根上総合文化会館２階にプレスルームをご用意いたします。
②ご利用時間は、報道受付開始から競技終了後1時間といたします。
③貴重品等の紛失については主催者は一切責任を負いませんので、ご了承下さい。
④電源・Wi-Fi・モニターのご準備はございません。
⑤新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からフィジカルディスタンスを保ってご使用ください。
⑥ゴミ箱の設置はございませんので各自お持ち帰りください。
⑦スタート・フィニッシュ付近にプレス用テントを設置予定です。

2. プレスルームについて

2.報道受付・プレスルームについて

記者 黄色

スチールカメラ オレンジ

ENGクルー グリーン

受付場所：根上総合文化会館正面玄関前
受付時間：
❶ENG・スチールカメラ 7:20～
❷ペン取材 7:40～

※受付の密集を防ぐため、受付前の来場は
お控えください。

プレスルーム プレス用テント

mailto:press@jaaf.or.jp


3.取材対応・撮影について

①競技終了後はミックスゾーンにて各社取材をお願いいたします。エリアは当日ご案内いたします。
ミックスゾーン以外での選手・監督・コーチ等への単独インタビューはご遠慮ください。

②優勝選手は、根上総合文化会館音楽ホール「タント」にて表彰式後に会見方式にて取材対応を実
施する予定です。 取材対象選手や時間、会見の実施有無については当日ご案内いたします。

③ご取材の際は、フィジカルディスタンスの確保にご協力いただきますようお願いいたします。
④取材時はマスク着用にご協力いただきますようお願いいたします。
⑤会見場には音声分配器がご準備できない可能性もございます。

４. 選手への取材対応について

①スタート・フィニッシュエリアでの撮影について
・申請数によって撮影エリアについては抽選とさせていただく場合がございま。
・スタート時、フィニッシュ時においては係の指示に従っての撮影をお願いいたします。
・スタート・フィニッシュエリアへの記者（黄色ビブス着用）の方の入場はご遠慮ください。
・ENGの方はスチールカメラ最後尾と被る可能性がございますので高めの三脚をお持ちください。

②撮影に関する注意事項
・マスクを着用しての撮影にご協力をお願いいたします。
・コース内に立ち入っての撮影や過度に選手に近づいての撮影は固くお断りいたします。
※折り返し地点の撮影時は特に選手との距離にご注意ください。

・荷物がコースに入らないよう注意をお願いいたします。
・コースを横断される場合は必ず選手が歩行していないことを確認のうえ、速やかに移動をお願い
いたします。

・ウォームアップスペースへの立ち入りはできません。
・沿道での撮影は通行の妨げにならないようお願いいたします。

５.スチールカメラ・ENG撮影について

4.その他

SDGsの観点から紙でのリザルトの配布はいたしません。
オンラインストレージにて共有をさせていただきますので、予めご了承ください。
リザルト格納先:http://bit.ly/3KhkrWS

8. リザルトについて

①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からフィジカルディスタンスを保って取材・撮影をお願
いいたします。

②各エリアでは審判・役員の指示に従ってください。
③大会期間中、選手・監督・コーチ等への単独インタビューはご遠慮下さい。
④指定エリア外・練習会場の取材撮影はお断りいたします。
⑤競技本部・記録室・印刷室などのテクニカルエリアは立ち入り禁止となっております。
⑥屋根のない場所もございますので各自雨具のご準備をお願いいたします。

7. 注意事項

1位～8位の選手については、根上総合文化会館音楽ホール「タント」にて表彰式を実施予定です。

6. 表彰について

http://bit.ly/3KhkrWS


4.その他

当日はライブ配信を予定しています。 詳細は日本陸連HPをご確認ください。
▼https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1704/

10.ライブ配信について

＜取材に関するお問い合わせ＞
公益財団法人日本陸上競技連盟

MAIL: press@jaaf.or.jp

下記エリアへメディア駐車場をご用意しております。（数に限りがございます。）

9. 駐車場について

5.おすすめ情報

競歩特設サイト
Race walking Nvi競歩ナビ

ブダペスト2023世界選手権
日本代表選手内定への道

競歩のルール

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/20220
2/07_183011.pdf

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/20230
1/27_110508.pdf

https://www.jaaf.or.jp/racewalking/

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1704/
mailto:press@jaaf.or.jp
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202202/07_183011.pdf
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202202/07_183011.pdf
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202301/27_110508.pdf
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202301/27_110508.pdf
https://www.jaaf.or.jp/racewalking/
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