
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
1 402 林 美玖 ﾊﾔｼ ﾐｸ 神奈川 中央⼤学付属横浜中学校 15:00
2 403 府川 日菜多 ﾌｶﾜ ﾋﾅﾀ 神奈川 中央⼤学付属横浜中学校 15:33 0:33
3 431 石田 さつき ｲｼﾀﾞ ｻﾂｷ 尼崎 尼崎市⽴⼤庄北中学校 15:51 0:51
4 409 塩本 怜花 ｼｵﾓﾄ ﾚｲｶ 石川 かほく市⽴河北台中学校 15:53 0:53
5 401 仲間 望郁 ﾅｶﾏ ﾉｲ 沖縄 BTRC沖縄 16:41 1:41
6 408 栗田 柚葉 ｸﾘﾀ ﾕｽﾞﾊ ⻑崎 諫早市⽴諫早中学校 16:48 1:48
7 505 岡田 萌 ｵｶﾀﾞ ﾓｴ 広島 福⼭市⽴城南中学校 16:53 1:53
8 425 ⼩椋 きらり ｵｸﾞﾗ ｷﾗﾘ 岐阜 岐阜市⽴⻑森中学校 17:10 2:10
9 449 新家 彩桃 ｱﾗｲｴ ｻﾄ 石川 加賀市⽴⼭中中学校 17:29 2:29

10 410 矢島 愛実 ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾐ 岐阜 岐阜市⽴藍川中学校 17:33 2:33
11 415 川部 汐葵 ｶﾜﾍﾞ ｼｵﾘ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 17:44 2:44
12 436 横田 倫可 ﾖｺﾀ ﾘﾝｶ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 17:49 2:49
13 432 峠 和花奈 ﾄｳｹﾞ ﾜｶﾅ 岐阜 岐阜市⽴岐阜中央中学校 17:50 2:50
14 418 北川 佳奈 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾅ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 17:58 2:58
15 412 林田 陽菜乃 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ ⻑崎 佐世保市⽴⼭澄中学校 17:59 2:59
16 420 ⼤宅 茉暉 ｵｵﾀｸ ﾏｷ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 18:01 3:01
17 430 宇都宮 彩乃 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾔﾉ 石川 星稜中学校 18:02 3:02
18 437 丸⼭ ナナ⼦ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 18:21 3:21
19 453 東口 佳澄 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ｶｽﾐ 石川 加賀市⽴⼭代中学校 18:21 3:21
20 413 池端 春香 ｲｹﾊﾀ ﾊﾙｶ 石川 輪島市⽴輪島中学校 18:37 3:37
21 427 武井 愛 ﾀｹｲ ｱｲ 岐阜 岐阜市⽴⻑森中学校 18:45 3:45
22 428 近藤 かえ ｺﾝﾄﾞｳ ｶｴ 岐阜 岐阜市⽴⻑森中学校 18:51 3:51
23 417 古谷 京 ﾌﾙﾔ ｹｲ 石川 輪島市⽴輪島中学校 18:53 3:53
24 405 濱谷 樹⾥ ﾊﾏﾀﾆ ｼﾞｭﾘ 石川 ⾦沢市⽴⻄南部中学校 18:55 3:55
25 419 北濱 歩美 ｷﾀﾊﾏ ｱﾕﾐ 石川 輪島市⽴輪島中学校 19:05 4:05
26 433 ⼤橋 佳奈 ｵｵﾊｼ ｶﾅ 岐阜 岐阜市⽴岐阜中央中学校 19:06 4:06
27 506 森下 紗希 ﾓﾘｼﾀ ｻｷ 石川 ⽩⼭市⽴松任中学校 19:06 4:06
28 507 橋 詩乃 ﾊｼ ｳﾀﾉ 石川 ⽩⼭市⽴松任中学校 19:07 4:07
29 426 中島 千鈴 ﾅｶｼﾏ ｾﾘ 岐阜 岐阜市⽴⻑森中学校 19:14 4:14
30 407 竹内 海音 ﾀｹｳﾁ ｶﾉﾝ 石川 ⾦沢市⽴緑中学校 19:15 4:15
31 414 田村 花音 ﾀﾑﾗ ｶﾉﾝ 岐阜 岐阜市⽴藍川中学校 19:25 4:25
32 416 市川 紗羅 ｲﾁｶﾜ ｻﾗ 岐阜 岐阜市⽴島中学校 19:35 4:35
33 429 平工 有希 ﾋﾗｸ ﾕｷ 岐阜 岐阜市⽴⻑森中学校 19:42 4:42
34 455 高崎 未都 ﾀｶｻｷ ﾐｻﾄ 石川 ⼩松市⽴丸内中学校 19:45 4:45
35 406 清⽔ ⿇理 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘ 岡⼭ ⾦光学園 19:47 4:47
36 404 加藤 愛梨 ｶﾄｳ ｱｲﾘ 岐阜 岐阜市⽴境川中学校 19:54 4:54
37 423 日向 美稀 ﾋﾅﾀ ﾐｷ 岐阜 岐阜市⽴島中学校 20:03 5:03
38 452 ⽔谷 祐希 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 岐阜 岐阜市⽴島中学校 20:06 5:06
39 454 九谷 美桜 ｸﾀﾆ ﾐｵｳ 石川 ⼩松市⽴丸内中学校 20:34 5:34
40 422 中林 来望 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｸﾙﾐ 石川 ⼩松市⽴丸内中学校 20:55 5:55
41 451 ⼭本 歩花 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕｶ 岐阜 岐阜市⽴島中学校 21:36 6:36
42 421 阿⼾ 佑理⼦ ｱﾄﾞ ﾕﾘｺ 石川 ⼩松市松陽中学校 21:41 6:41
43 435 ⼭上 咲世 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻｷﾖ 岐阜 岐阜市⽴岐阜中央中学校 21:45 6:45
44 504 橋 ひなた ﾊｼ ﾋﾅﾀ 富⼭ 射⽔市⽴⼤門中学校 21:57 6:57
45 466 新宮 妃莉 ｼﾝﾐﾔ ﾋﾏﾘ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:04 7:04
46 475 吉田 麗亜 ﾖｼﾀﾞ ﾚｱ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:04 7:04
47 502 中川 もえ ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ 石川 能美市⽴⾠口中学校 22:06 7:06
48 499 岸 歩佳 ｷｼ ｱﾕｶ 石川 能美市⽴⾠口中学校 22:07 7:07
49 500 田中 陽希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 石川 能美市⽴⾠口中学校 22:16 7:16
50 459 石⼭ 琴美 ｲｼﾔﾏ ｺﾄﾐ 石川 能美市⽴根上中学校 22:21 7:21

第42回全日本競歩能美⼤会

中学生⼥⼦3km競歩
【 フィニッシュ 】
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51 464 ⻑⼾ 琉楓 ﾅｶﾞﾄ ﾙｶ 石川 能美市⽴根上中学校 22:49 7:49
52 492 ⼭田 綾香 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 石川 能美市⽴寺井中学校 22:50 7:50
53 486 ⽴花 志織 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｵﾘ 石川 能美市⽴寺井中学校 23:00 8:00
54 439 ⼩枝 依愛 ｻｴﾀﾞ ｲﾁｶ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:02 8:02
55 503 南 冴花 ﾐﾅﾐ ｻｴｶ 石川 能美市⽴⾠口中学校 23:05 8:05
56 495 砂川 愛実 ｽﾅｶﾞﾜ ｱﾐ 石川 能美市⽴⾠口中学校 23:05 8:05
57 497 竹田 瑚春 ﾀｹﾀﾞ ｺﾊﾙ 石川 能美市⽴⾠口中学校 23:05 8:05
58 501 兼政 胡桃 ｶﾈﾏｻ ｸﾙﾐ 石川 能美市⽴⾠口中学校 23:05 8:05
59 485 関⼾ 涼 ｾｷﾄﾞ ｽｽﾞ 石川 能美市⽴寺井中学校 23:39 8:39
60 462 塚﨑 初葉加 ﾂｶｻｷ ｿﾖｶ 石川 能美市⽴根上中学校 23:40 8:40
61 494 越村 眞琴 ｺｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 石川 能美市⽴⾠口中学校 23:42 8:42
62 461 犬丸 琴絵 ｲﾇﾏﾙ ｺﾄｴ 石川 能美市⽴根上中学校 23:47 8:47
63 441 安江 まなみ ﾔｽｴ ﾏﾅﾐ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:53 8:53
64 443 塩田 奈央 ｼｵﾀ ﾅｵ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:53 8:53
65 447 棚瀨 夏希 ﾀﾅｾ ﾅﾂｷ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 23:54 8:54
66 471 石⿊ 佑吏⼦ ｲｼｸﾞﾛ ﾕﾘｺ 石川 能美市⽴寺井中学校 23:54 8:54
67 442 井上 月乃 ｲﾉｳｴ ﾂｷﾉ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 24:04 9:04
68 438 野々村 梨奈 ﾉﾉﾑﾗ ﾘﾅ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 24:13 9:13
69 440 桐⼭ 響生 ｷﾘﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 24:14 9:14
70 496 判 琴羽 ﾊﾞﾝ ｺﾄﾊ 石川 能美市⽴⾠口中学校 24:18 9:18
71 493 今垣 葵香 ｲﾏｶﾞｷ ｱｲｶ 石川 能美市⽴⾠口中学校 24:34 9:34
72 445 塩谷 美空 ｴﾝﾔ ﾐｸｳ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 24:51 9:51
73 448 棚橋 実咲 ﾀﾅﾊｼ ﾐｻｷ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 25:12 10:12
74 446 早川 ゆうか ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｶ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 25:12 10:12
75 465 岡⼭ 結衣 ｵｶﾔﾏ ﾕｲ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:42 10:42
76 467 田中 紀良⾥ ﾀﾅｶ ｷﾗﾘ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:43 10:43
77 481 ⿊崎 琴音 ｸﾛｻｷ ｺﾄﾈ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:45 10:45
78 483 田中 ⾥緒桜 ﾀﾅｶ ﾘｵﾗ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:46 10:46
79 476 北角 凜 ｷﾀｶﾄﾞ ﾘﾝ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:46 10:46
80 472 田中 ⾥奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:47 10:47
81 473 畑本 千尋 ﾊﾀﾓﾄ ﾁﾋﾛ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:47 10:47
82 477 中辻 未葉琉 ﾅｶﾂｼﾞ ﾐﾊﾙ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:47 10:47
83 489 干場 美羽 ﾎｼﾊﾞ ﾐﾕ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:48 10:48
84 488 ⻑高 千⼼ ﾅｶﾞﾀｶ ﾁｺ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:48 10:48
85 468 ⻄田 七海 ﾆｼﾀ ﾅﾅﾐ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:50 10:50
86 456 ⻑谷 杏奈 ﾊｾ ｱﾝﾅ 石川 能美市⽴根上中学校 25:52 10:52
87 460 ⼭口 寧々 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾈﾈ 石川 能美市⽴根上中学校 25:52 10:52
88 458 ⻄田 茉由 ﾆｼﾀ ﾏﾕ 石川 能美市⽴根上中学校 25:53 10:53
89 457 中田 美空 ﾅｶﾀﾞ ﾐｸ 石川 能美市⽴根上中学校 25:57 10:57
90 469 桑野 美鈴 ｸﾜﾉ ﾐｽｽﾞ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:57 10:57
91 480 岩田 ⻘空 ｲﾜﾀ ｱｵｲ 石川 能美市⽴寺井中学校 25:59 10:59
92 479 増田 桃⼦ ﾏｽﾀ ﾓﾓｺ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:00 11:00
93 484 ⼤喜 菜央 ｵｵｷ ﾅｵ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:00 11:00
94 478 蚊爪 来未 ｶﾅﾂﾒ ｸﾙﾐ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:01 11:01
95 491 谷内 葵 ﾔﾁ ｱｵｲ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:01 11:01
96 474 樋口 もえ ﾋｸﾞﾁ ﾓｴ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:01 11:01
97 487 出口 萌々瑚 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｺ 石川 能美市⽴寺井中学校 26:02 11:02
98 463 北本 美咲 ｷﾀﾓﾄ ﾐｻｷ 石川 能美市⽴根上中学校 26:04 11:04

434 川瀬 真⼦ ｶﾜｾ ﾏｺ 岐阜 岐阜市⽴岐阜中央中学校 DQ K2
411 池田 夢花 ｲｹﾀﾞ ﾕﾒｶ 石川 ⾦沢市⽴泉中学校 DNS
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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

第42回全日本競歩能美⼤会

中学生⼥⼦3km競歩
【 フィニッシュ 】

424 笠原 寧々 ｶｻﾊﾗ ﾈﾈ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 DNS
444 ⿅野 未来 ｼｶﾉ ﾐｸ 岐阜 岐阜市⽴岐北中学校 DNS
450 国枝 亜海 ｸﾆｴﾀﾞ ｱﾐ 岐阜 岐阜市⽴藍川中学校 DNS
470 ⻄村 愛結花 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 石川 能美市⽴寺井中学校 DNS
482 ⾦井 美空 ｶﾅｲ ﾐｸ 石川 能美市⽴寺井中学校 DNS
490 森 咲也香 ﾓﾘ ｻﾔｶ 石川 能美市⽴寺井中学校 DNS
498 中田 蒼唯 ﾅｶﾀﾞ ｱｵｲ 石川 能美市⽴⾠口中学校 DNS

(備考凡例:DNF:途中棄権、DNS:未出⾛者) 3/3


