
兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2018
兼 ジャカルタ2018 アジア競技⼤会 男⼦・⼥⼦20km競歩代表選⼿選考競技会
併催 第12回日本学生20km競歩選⼿権⼤会

主催︓ アジア陸上競技連盟・⼀般財団法⼈日本陸上競技連盟・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・全日本競歩能美⼤会実⾏委員会

共催︓ 北國新聞社
後援︓ スポーツ庁・⼀般財団法⼈地域活性化センター・石川県・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 審 判 ⻑ ︓ 年代 和義
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 記録主任︓ 川口 雅樹
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・能美市陸上競技協会 Date: 2018/03/18
会場︓ 日本陸上競技連盟公認能美市営20ｋｍコース（往復2.0ｋｍ）

順位 No. 氏名 フリガナ 都道府県 所属団体 記録 トップ差 備考
1 303 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 愛知 なごや陸上クラブ(⼀⾊中学校) 14:21
2 301 山本 優喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 石川 輪島市⽴輪島中学校 14:27 0:06
3 302 渡口 怜 ﾄｸﾞﾁ ﾚｲ 沖縄 豊⾒城市⽴伊良波中学校 14:40 0:19
4 304 中尾 勇太 ﾅｶｵ ﾕｳﾀ ⻑崎 佐世保市⽴清⽔中学校 15:03 0:42
5 306 近藤 崚 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 静岡 静岡学園中学校 15:06 0:45
6 311 牧野 由侑 ﾏｷﾉ ﾕｳ 石川 ⾦沢市⽴泉中学校 15:08 0:47
7 312 池田 健⼈ ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾄ 広島 福山市⽴⼤成館中学校 15:19 0:58
8 340 橋 航生 ﾊｼ ﾜﾀﾙ 石川 ⼩松市⽴丸内中学校 15:24 1:03
9 307 ⻘⽊ 悠亮 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 石川 ⼩松市⽴松陽中学校 16:18 1:57

10 308 清⽔ 陽也 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾔ 石川 ⾦沢市⽴緑中学校 16:31 2:10
11 305 下村 智哉 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾔ 石川 加賀市⽴山代中学校 16:49 2:28
12 309 嶋村 太耀 ｼﾏﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 石川 ⾦沢市⽴緑中学校 17:09 2:48
13 321 箕浦 健太郎 ﾐﾉｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 17:10 2:49
14 343 新田 響 ﾆｯﾀ ﾋﾋﾞｷ 石川 輪島市⽴輪島中学校 17:14 2:53
15 341 ⼟井 理太郎 ﾄﾞｲ ﾏｻﾀﾛｳ 石川 ⼩松市⽴丸内中学校 17:20 2:59
16 319 山田 晴貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 17:22 3:01
17 331 田向 ⼤吾 ﾀﾑｷ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 加賀市⽴山中中学校 17:47 3:26
18 315 ⼩坂 淳 ｺｻｶ ｼﾞｭﾝ 岐阜 岐阜市⽴岐阜中央中学校 17:54 3:33
19 344 宮下 幸也 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾔ 石川 能美市⽴根上中学校 18:11 3:50
20 347 塚野 岳陽 ﾂｶﾉ ﾀｹﾊﾙ 石川 能美市⽴根上中学校 18:26 4:05
21 336 今井 優輔 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 岐阜 岐阜市⽴藍川中学校 18:32 4:11
22 320 ⼤野 聡太 ｵｵﾉ ｿｳﾀ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 19:07 4:46
23 362 近藤 敬太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 石川 能美市⽴寺井中学校 19:16 4:55
24 337 佐藤 勇介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 岐阜 岐阜市⽴藍川中学校 19:26 5:05
25 325 島塚 亮 ｼﾏﾂｶ ﾘｮｳ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 19:27 5:06
26 354 岩瀬 智靖 ｲﾜｾ ﾏｻﾔｽ 石川 能美市⽴寺井中学校 19:36 5:15
27 313 村岡 優樹 ﾑﾗｵｶ ﾕｳｷ 静岡 静岡学園中学校 19:37 5:16
28 333 川根 柊也 ｶﾜﾈ ｼｭｳﾔ 石川 加賀市⽴山中中学校 19:45 5:24
29 326 箕浦 仁之介 ﾐﾉｳﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 19:50 5:29
30 353 平山 光琉 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾘｭｳ 石川 能美市⽴根上中学校 19:52 5:31
31 317 ⼟屋 幸翔 ﾂﾁﾔ ｺｳﾄ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 20:06 5:45
32 338 北 英明 ｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 石川 ⼩松市⽴松陽中学校 20:07 5:46
33 342 鶴竹 優太 ﾂﾙﾀｹ ﾕｳﾀ 石川 輪島市⽴輪島中学校 20:14 5:53
34 328 白⽊ 晴也 ｼﾗｷ ﾊﾙﾔ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 20:15 5:54
35 345 榮田 柊 ｻｶｴﾀﾞ ｼｭｳ 石川 能美市⽴根上中学校 20:34 6:13
36 329 下村 宙夢 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾑ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 20:39 6:18
37 369 北 蒼太朗 ｷﾀ ｿｳﾀﾛｳ 石川 能美市⽴⾠口中学校 20:59 6:38
38 365 田甫 紫輝 ﾀﾝﾎﾞ ｼｷ 石川 能美市⽴⾠口中学校 21:00 6:39
39 368 藤井 海夢 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾑ 石川 能美市⽴⾠口中学校 21:00 6:39
40 332 久保出 雅⼈ ｸﾎﾞﾃﾞ ﾏｻﾄ 石川 加賀市⽴山中中学校 21:01 6:40
41 334 ⻄納 壮都 ﾆｼﾉ ﾀｹﾄ 石川 加賀市⽴山中中学校 21:01 6:40
42 310 ⻄原 颯騎 ﾆｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ ⻑崎 雲仙市⽴愛野中学校 21:04 6:43
43 351 安田 信志 ﾔｽﾀ ｼﾝｼﾞ 石川 能美市⽴根上中学校 21:06 6:45
44 324 山口 透和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾜ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 21:11 6:50
45 374 山下 純平 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 石川 能美市⽴⾠口中学校 21:11 6:50
46 370 吉髙 隆惟 ﾖｼﾀｶ ﾙｲ 石川 能美市⽴⾠口中学校 21:11 6:50
47 350 梶井 基成 ｶｼﾞｲ ﾓﾄﾅﾘ 石川 能美市⽴根上中学校 21:15 6:54
48 373 矢田 ⼀徳 ﾔﾀ ｲｯﾄｸ 石川 能美市⽴⾠口中学校 21:16 6:55
49 352 辻 考央 ﾂｼﾞ ﾀｶｵ 石川 能美市⽴根上中学校 21:23 7:02
50 355 北中 友規 ｷﾀﾅｶ ﾕｳｷ 石川 能美市⽴寺井中学校 21:28 7:07
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【 フィニッシュ 】
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51 339 江川 晃生 ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ 石川 ⼩松市⽴松陽中学校 21:31 7:10
52 322 神山 恭亮 ｺｳﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 21:43 7:22
53 349 ⼤杉 浩史 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 石川 能美市⽴根上中学校 21:59 7:38
54 366 ⼾田 統⼠ ﾄﾀﾞ ﾄｳｼﾞ 石川 能美市⽴⾠口中学校 22:28 8:07
55 364 石田 雅貴 ｲｼﾀ ﾏｻｷ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:37 8:16
56 367 中川 唯斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｲﾄ 石川 能美市⽴⾠口中学校 22:43 8:22
57 357 助田 ⼤河 ｽｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:57 8:36
58 358 越野 ⼤ ｺｼﾉ ﾏｻﾙ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:58 8:37
59 360 東出 悠雅 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾕｳｶﾞ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:58 8:37
60 363 北野 智広 ｷﾀﾉ ﾄﾓﾋﾛ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:59 8:38
61 327 岡野 拓登 ｵｶﾉ ﾀｸﾄ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:00 8:39
62 359 坂田 清寧 ｻｶﾀ ｾｲﾔ 石川 能美市⽴寺井中学校 23:03 8:42
63 361 横田 祐 ﾖｺﾀ ﾀｽｸ 石川 能美市⽴寺井中学校 23:16 8:55
64 330 髙橋 佑和 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾜ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:21 9:00
65 371 川口 凌功 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｸ 石川 能美市⽴⾠口中学校 25:09 10:48
66 372 ⾦剛 陽来 ｺﾝｺﾞｳ ﾀｶﾗ 石川 能美市⽴⾠口中学校 25:09 10:48

314 髙田 聖成 ﾀｶﾀﾞ ｾﾅ 静岡 静岡学園中学校 DQ K3
316 岡﨑 樹 ｵｶｻﾞｷ ｲﾂｷ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 DQ K2
318 丹⽻ 裕 ﾆﾜ ﾕﾀｶ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 DQ K2
335 本田 央介 ﾎﾝﾀﾞ ｵｳｽｹ 広島 福山市⽴城南中学校 DQ K3
346 藤本 陶真 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｳﾏ 石川 能美市⽴根上中学校 DQ K2
323 ⻑屋 直彦 ﾅｶﾞﾔ ﾅｵﾋｺ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 DNS
348 ⼾石 光⾶ ﾄｲｼ ｱｷﾄ 石川 能美市⽴根上中学校 DNS
356 北中 元規 ｷﾀﾅｶ ﾓﾄｷ 石川 能美市⽴寺井中学校 DNS
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