
女子3,000ｍ競歩
ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 登録陸協

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

1 糴川　礼菜 セリカワ　レナ 大学生 広島大学 女子3,000m競歩 1 16分12秒89

4 橘　瑚雪 タチバナ　コユキ 一般 T.N.S.K.C 女子3,000m競歩 2 18分15秒37

5 松木　聖良 マツキ　セイラ 一般 T.N.S.K.C 女子3,000m競歩 3 19分01秒01

2 堀川　愛帆 ホリカワ　マナホ 一般 尾道市陸協 女子3,000m競歩 4 19分12秒97

3 髙杉　友佳 タカスギ　ユウカ 中学生 総社市立総社東中学校 女子3,000m競歩 5 19分15秒70

6 宮原　彩音 ミヤハラ　アヤネ 高校生 兵庫県立太子高等学校 女子3,000m競歩 6 20分07秒01

8 西野　愛咲姫 ニシノ　アサキ 高校生 高知中央高校 女子3,000m競歩 7 21分20秒04

7 藤井　うの フジイ　ウノ 中学生 福山暁の星女子中学校 女子3,000m競歩 8 24分45秒38

9 竹内　由美 タケウチ　ユミ 一般 宇部市陸協 女子3,000m競歩 9 24分55秒44

10 松木　侑美 マツキ　ユミ 一般 T.N.S.K.C 女子3,000m競歩 DNS

11 山田　千花 ヤマダ　チカ 一般 T.N.S.K.C 女子3,000m競歩 DNS

12 三井　美紀 ミツイ　ミキ 一般 T.N.S.K.C 女子3,000m競歩 DNS



男子3,000ｍ競歩

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

1 塩入　滉介 シオイリ　コウスケ 一般 東京陸協 男子3,000m競歩 1 12分32秒37

2 大隈　武士 オオクマ　タケシ 一般 JR九州 男子3,000m競歩 2 12分49秒67

3 樋熊　敬史 ヒグマ　タカフミ 一般 NWS 男子3,000m競歩 3 13分26秒94

5 神原　陸人 カンバラ　リクト 大学生 関西学院大学 男子3,000m競歩 4 13分32秒57

4 村上　寛佳 ムラカミ　ヒロヨシ 大学生 近畿大学中国四国 男子3,000m競歩 5 13分36秒45

6 山本　唯登 ヤマモト　ユイト 大学生 滋賀大学 男子3,000m競歩 6 14分10秒10

7 米田　研志 ヨネダ　ケンジ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 7 14分19秒30

13 大本　宗範 オオモト　ヒロノリ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 8 14分29秒82

11 岩田　啓佑 イワタ　ケイスケ 大学生 広島大学 男子3,000m競歩 9 14分30秒33

9 吉永　宗一郎 ヨシナガ　ソウイチロウ 一般 佐世保市陸協 男子3,000m競歩 10 14分35秒23

19 亀田　孝太郎 カメダ　コウタロウ 大学生 京都大学 男子3,000m競歩 11 14分54秒94

10 三輪　拓哉 ミワ　タクヤ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 12 15分57秒03

14 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 13 16分28秒67

12 清家　将徳 セイケ　マサノリ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 14 16分30秒52

16 堀川　尚 ホリカワ　ヒサシ 一般 尾道市陸協 男子3,000m競歩 15 17分13秒56

15 中村　朗朴 ナカムラ　アキナオ 中学生 老上中学校 男子3,000m競歩 16 18分12秒02

18 清水　進 シミズ　ススム 一般 京都マスターズ 男子3,000m競歩 17 19分14秒99

17 山田　直孝 ヤマダ　ナオタカ 一般 愛媛マスターズ 男子3,000m競歩 18 19分55秒74

20 世羅　繁治 セラ　シゲハル 一般 広島マスターズ 男子3,000m競歩 19 23分26秒28

8 塩島　亮太 シオジマ　リョウタ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 DNS

21 相良　幸孝 サガラ　ユキタカ 一般 ガンバレール9 男子3,000m競歩 DNS

22 松木　一馬 マツキ　カズマ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 DNS

23 佐々木　俊治 ササキ　トシハル 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 DNS

24 佐伯　佳祐 サエキ　ケイスケ 一般 T.N.S.K.C 男子3,000m競歩 DNS



男子5,000ｍ競歩　1組

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

6 萬壽　春輝 マンジュ　ハルキ 高校生 兵庫県立飾磨工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 1 20分08秒65

3 柳原　隼 ヤナギハラ　ハヤト 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子5,000ｍ競歩1組 2 20分09秒48

1 向井　大賀 ムカイ　タイガ 高校生 鹿児島商業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 3 20分14秒97

5 山本　徹 ヤマモト　トオル 一般 KOBE ATHLET CLUB 男子5,000ｍ競歩1組 4 20分41秒42

13 姫野　稀央 ヒメノ　キオ 高校生 鳥栖工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 5 20分43秒20

7 中谷　知博 ナカタニ　トモヒロ 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 男子5,000ｍ競歩1組 6 21分07秒41

14 中尾　心哉 ナカオ　シンヤ 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 男子5,000ｍ競歩1組 7 21分07秒83

9 奥　大地 オク　ダイチ 高校生 香川県立小豆島中央高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 8 21分14秒19

23 黒岩　海志郎 クロイワ　カイジロウ 一般 高知陸協 男子5,000ｍ競歩1組 9 21分15秒47

26 矢吹　陸空 ヤブキ　リク 高校生 岡山商科大学附属高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 10 21分20秒56

25 辻村　絢平 ツジムラ　ジュンペイ 高校生 兵庫県立飾磨工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 11 21分21秒42

8 大隈　武士 オオクマ　タケシ 一般 JR九州 男子5,000ｍ競歩1組 12 21分24秒43

31 服部　悠平 ハットリ　ユウヘイ 高校生 西脇工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 13 21分27秒36

44 米須　一清 コメス　イッセイ 高校生 中部商業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 14 21分37秒78

22 中垣　遥暉 ナカガキ　ハルキ 高校生 鳥栖工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 15 21分38秒45

37 北村　亘 キタムラ　ワタル 高校生 京都府立田辺高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 16 21分39秒02

30 末成　壮司 スエナリ　ソウシ 高校生 山口県立萩高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 17 21分40秒07

21 池田　健人 イケダ　ケント 高校生 広島県立神辺旭高校 男子5,000ｍ競歩1組 18 22分05秒33

20 松尾　直哉 マツオ　ナオヤ 一般 AUF 男子5,000ｍ競歩1組 19 22分11秒71

18 三好　凛 ミヨシ　リン 高校生 自由ヶ丘高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 20 22分14秒47

35 上岡　龍晟 ウエオカ　リュウセイ 高校生 愛媛県立松山工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 21 22分22秒98

48 土屋　温希 ツチヤ　アツキ 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 男子5,000ｍ競歩1組 22 22分25秒72

47 上野　由騎 ウエノ　ユウキ 高校生 岡山商科大学附属高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 23 22分32秒50

27 和家　昂太郎 ワケ　コウタロウ 高校生 宇和島東高校 男子5,000ｍ競歩1組 24 22分40秒49

10 植田　剛史 ウエダ　ツヨシ 高校生 兵庫県立飾磨工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 25 22分43秒88

38 原田　光貴 ハラダ　コウキ 大学生 徳島大学 男子5,000ｍ競歩1組 26 22分46秒67

36 菅原　翠巴 スガワラ　スワ 高校生 兵庫県立飾磨工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 27 22分49秒83

34 西林　晴流 ニシバヤシ　セイル 高校生 尽誠学園高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 28 22分50秒95

41 峠本　龍彗 タワモト　リュウエイ 一般 三井E&S玉野 男子5,000ｍ競歩1組 29 22分52秒80

51 小柳　蓮 コヤナギ　レン 高校生 香川県立小豆島中央高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 30 22分55秒39

46 児玉　稜 コダマ　リョウ 高校生 大牟田高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 31 22分57秒03

16 神原　陸人 カンバラ　リクト 大学生 関西学院大学 男子5,000ｍ競歩1組 32 23分14秒66

40 中尾　勇太 ナカオ　ユウタ 高校生 佐世保工業高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 33 23分19秒89

32 宮﨑　凛人 ミヤザキ　リント 高校生 岡山商科大学附属高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 34 23分43秒53

39 福場　仁之甫 フクバ　ジンノスケ 高校生 大牟田高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 35 23分51秒07

29 松本　天翔 マツモト　カケル 高校生 西脇工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 36 24分01秒46

49 黄地　一希 オウチ　カズキ 高校生 履正社高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 37 24分13秒90

33 諸岡　祐輝 モロオカ　マサキ 高校生 鳥栖工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 38 24分32秒37

52 杉林　直人 スギバヤシ　ナオト 高校生 春日丘高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 39 24分44秒19

15 仲野　誠 ナカノ　マコト 大学生 九州共立大学 男子5,000ｍ競歩1組 40 24分58秒67

24 吉川　哲央 キッカワ　テツオ 高校生 岡山商科大学附属高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 41 25分39秒65

42 二宮　瑛 ニノミヤ　アキラ 高校生 愛媛県立川之石高校 男子5,000ｍ競歩1組 42 25分40秒93

2 宮原　空哉 ミヤハラ　コウヤ 高校生 鳥栖工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

4 岩井　和也 イワイ　カズヤ 高校生 和歌山県立和歌山北高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

11 古川　誠也 フルカワ　セイヤ 大学生 大阪大学 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

12 安宅　壱冴 アタカ　イッサ 高校生 兵庫県立川西緑台高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

17 平山　侑聖 ヒラヤマ　ユウセイ 高校生 岡山商科大学附属高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

19 川池　友樹 カワイケ　トモキ 高校生 高知工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 DNF

28 馬淵　丈 マブチ　ジョウ 大学生 京都大学 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

43 赤池　陸 アカイケ　リク 高校生 大牟田高等学校 男子5,000ｍ競歩1組 DNS

45 本田　央介 ホンダ　オウスケ 高校生 広島県立神辺旭高校 男子5,000ｍ競歩1組 K3

50 持田　海勢 モチダ　カイセイ 高校生 西脇工業高校 男子5,000ｍ競歩1組 K2



男子5,000ｍ競歩　2組

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

19 島田　史也 シマダ　フミヤ 大学生 阿南工業高等専門学校 男子5,000ｍ競歩2組 1 22分52秒08

28 原田　宜行 ハラダ　ノブユキ 一般 津島体協 男子5,000ｍ競歩2組 2 22分55秒34

8 秋本　雄一朗 アキモト　ユウイチロウ 高校生 山口県立萩高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 3 23分03秒35

24 森　飛龍 モリ　ヒリュウ 高校生 履正社高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 4 23分07秒21

3 中山　歩希 ナカヤマ　アユキ 高校生 高知中央高校 男子5,000ｍ競歩2組 5 23分25秒93

11 高岡　雄大 タカオカ　ユウダイ 高校生 広島市立美鈴が丘高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 6 23分36秒92

10 古賀　文也 コガ　フミヤ 高校生 大牟田高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 7 23分37秒02

42 安井　優生 ヤスイ　ユウキ 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 男子5,000ｍ競歩2組 8 23分37秒46

26 垣内　航汰 カキウチ　コウタ 大学生 龍谷大学 男子5,000ｍ競歩2組 9 23分45秒39

4 宮﨑　翔 ミヤザキ　カケル 高校生 京都市立西京高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 10 23分48秒04

12 吉永　宗一郎 ヨシナガ　ソウイチロウ 一般 佐世保市陸協 男子5,000ｍ競歩2組 11 23分51秒11

30 森田　龍道 モリタ　リュウドウ 高校生 高知工業高校 男子5,000ｍ競歩2組 12 24分00秒32

9 藤原　優大 フジワラ　ユウダイ 高校生 神港学園高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 13 24分05秒39

2 前田　優真 マエダ　ユウマ 高校生 滋賀県立草津東高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 14 24分15秒91

15 鮫島　直翔 サメジマ　ナオト 高校生 高揚高校 男子5,000ｍ競歩2組 15 24分32秒40

6 村上　巧弥 ムラカミ　タクヤ 高校生 三原東高校 男子5,000ｍ競歩2組 16 24分34秒33

14 草川　桐吏 クサカワ　キリ 高校生 滋賀県立彦根翔西館高校 男子5,000ｍ競歩2組 17 24分34秒39

16 大谷　諒 オオタニ　リョウ 高校生 大阪高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 18 24分58秒31

27 森　玲 モリ　リョウ 高校生 兵庫県立太子高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 19 24分59秒29

13 濱本　夏輝 ハマモト　ナツキ 高校生 三原東高校 男子5,000ｍ競歩2組 20 25分06秒75

41 家段　武蔵 カダン　ムサシ 高校生 徳島県立海部高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 21 25分08秒68

18 谷口　文博 タニグチ　フミヒロ 一般 大阪陸協 男子5,000ｍ競歩2組 22 25分16秒77

34 今村　晃太朗 イマムラ　コウタロウ 高校生 滋賀県立草津東高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 23 25分23秒38

47 木下　一郎 キノシタ　イチロウ 高校生 愛媛県立松山工業高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 24 25分39秒10

7 山口　誉 ヤマグチ　ホマレ 高校生 履正社高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 25 25分40秒60

37 小林　剛之 コバヤシ　タカユキ 一般 大阪陸協 男子5,000ｍ競歩2組 26 25分41秒19

5 矢木　雄斗 ヤギ　ユウト 高校生 履正社高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 27 25分53秒55

23 小林　琉生 コバヤシ　リュウセイ 高校生 香川県立小豆島中央高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 28 25分56秒13

22 末田　優人 スエダ　ユウト 高校生 明誠高校 男子5,000ｍ競歩2組 29 25分58秒03

20 米田　海斗 ヨネダ　カイト 高校生 鳥取県立境高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 30 26分01秒16

36 井上　崇 イノウエ　ソウ 高校生 野村高校 男子5,000ｍ競歩2組 31 26分05秒02

17 寶山　瑞貴 タカラヤマ　ミズキ 高校生 府中高校 男子5,000ｍ競歩2組 32 26分13秒17

32 辻本　始 ツジモト　ハジメ 一般 奈良陸協 男子5,000ｍ競歩2組 33 26分22秒78

38 髙木　一之進 タカギ　イチノシン 高校生 滋賀県立大津商業高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 34 26分58秒54

33 野瀬　祥真 ノセ　ショウマ 大学生 四国大学 男子5,000ｍ競歩2組 35 26分58秒80

44 岡見　悠路 オカミ　ユウロ 高校生 滋賀県立草津東高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 36 27分01秒12

29 中本　隼介 ナカモト　シュンスケ 高校生 倉吉総合産業高校 男子5,000ｍ競歩2組 37 27分03秒58

45 佐々　順一 ササ　ジュンイチ 一般 三重マスターズ 男子5,000ｍ競歩2組 38 27分19秒60

39 湯浅　敬翔 ユアサ　ケイショウ 高校生 島根中央高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 39 27分49秒96

31 下村　嶺太 シモムラ　リョウタ 高校生 大阪高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 40 27分54秒94

49 小川　慶 オガワ　ケイ 高校生 滋賀県立草津東高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 41 28分36秒67

40 尾崎　稀音 オザキ　マオト 高校生 広島県立呉三津田高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 42 28分39秒17

50 竹内　智徳 タケウチ　トモノリ 高校生 三原東高校 男子5,000ｍ競歩2組 43 29分09秒97

51 二井本　大輝 ニイモト　ヒロキ 高校生 広島市立広島工業高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 44 29分28秒20

21 角南　秀行 スナミ　ヒデユキ 一般 梅の木クラブ 男子5,000ｍ競歩2組 45 31分43秒58

35 樹　亮太 ウエキ　リョウタ 高校生 履正社高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 46 32分17秒40

1 川端　豪 カワバタ　ゴウ 高校生 大阪高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 K2

25 中嶋　恵太 ナカジマ　ケイタ 高校生 奈良大学附属高校 男子5,000ｍ競歩2組 K2

43 谷脇　涼太 タニワキ　リョウタ 高校生 高知工業高校 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

46 信谷　和哉 ノブタニ　カズヤ 高校生 広島県立呉三津田高等学校 男子5,000ｍ競歩2組 K3

48 網江　陽弥生 アミエ　ヒビキ 大学生 九州共立大学 男子5,000ｍ競歩2組 K2

52 岩田　啓佑 イワタ　ケイスケ 大学生 広島大学 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

53 村上　寛佳 ムラカミ　ヒロヨシ 大学生 近畿大学中国四国 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

54 米田　研志 ヨネダ　ケンジ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

55 塩島　亮太 シオジマ　リョウタ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

56 清家　将徳 セイケ　マサノリ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

57 大本　宗範 オオモト　ヒロノリ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

58 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

59 松木　一馬 マツキ　カズマ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

60 佐々木　俊治 ササキ　トシハル 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS

61 佐伯　佳祐 サエキ　ケイスケ 一般 T.N.S.K.C 男子5,000ｍ競歩2組 DNS



女子5,000ｍ競歩

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

1 籔田　みのり ヤブタ　ミノリ 高校生 兵庫県立西宮高等学校 女子5,000m競歩 1 22分31秒68

6 小出　佳奈 コイデ　カナ 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 女子5,000m競歩 2 22分57秒96

2 梅野　倖子 ウメノ　ユキコ 高校生 福岡県立宗像高等学校 女子5,000m競歩 3 23分17秒46

3 立見　真央 タツミ　マオ 大学生 中京大学 女子5,000m競歩 4 23分47秒66

21 永井　ひかる ナガイ　ヒカル 高校生 徳島県立城北高等学校 女子5,000m競歩 5 24分58秒12

10 竹内　万里 タケウチ　マリ 一般 宇部市陸協 女子5,000m競歩 6 24分58秒61

9 角村　ありさ カドムラ　アリサ 高校生 聖カタリナ学園高等学校 女子5,000m競歩 7 25分07秒91

12 岡田　萌 オカダ　モエ 高校生 福山暁の星女子高等学校 女子5,000m競歩 8 25分09秒04

22 杉江　ひかる スギエ　ヒカル 高校生 滋賀県立草津東高等学校 女子5,000m競歩 9 25分14秒82

7 岩田　奈央 イワタ　ナオ 大学生 同志社大学 女子5,000m競歩 10 25分20秒89

30 藤山　千洋 フジヤマ　チヒロ 大学生 九州共立大学 女子5,000m競歩 11 25分28秒00

11 杉村　日菜子 スギムラ　ヒナコ 高校生 兵庫県立川西緑台高等学校 女子5,000m競歩 12 25分31秒53

14 板垣　綾佳 イタガキ　アヤカ 高校生 徳島県立富岡東高等学校 女子5,000m競歩 13 25分37秒02

17 松下　奈津希 マツシタ　ナツキ 高校生 鹿児島女子高校 女子5,000m競歩 14 25分38秒66

31 定森　日菜 サダモリ　ハルナ 高校生 倉敷翠松高校 女子5,000m競歩 15 25分40秒17

23 三好　梨胡 ミヨシ　リコ 高校生 聖カタリナ学園高等学校 女子5,000m競歩 16 25分50秒22

15 東　楓 ヒガシ　カエデ 高校生 大阪成蹊女子高等学校 女子5,000m競歩 17 26分16秒83

20 周藤　可怜 ストウ　カレン 高校生 兵庫県立川西緑台高等学校 女子5,000m競歩 18 26分24秒24

19 有村　麻友衣 アリムラ　マトイ 高校生 滋賀県立石部高校 女子5,000m競歩 19 26分38秒48

13 下村　天音 シモムラ　アマネ 高校生 尼崎市立尼崎高等学校 女子5,000m競歩 20 26分50秒64

26 池田　莉里花 イケダ　リリカ 大学生 広島大学 女子5,000m競歩 21 26分57秒27

32 石本　帆奈望 イシモト　ホナミ 高校生 兵庫県立太子高等学校 女子5,000m競歩 22 28分07秒81

38 水津　花梨 スイヅ　カリン 高校生 山口県立萩高等学校 女子5,000m競歩 23 28分12秒93

27 濱本　佳那子 ハマモト　カナコ 大学生 山口大学 女子5,000m競歩 24 28分21秒20

34 柴田　晴香 シバタ　ハルカ 高校生 広島県立総合技術高等学校 女子5,000m競歩 25 28分30秒21

39 権藤　沙羅 ゴンドウ　サラ 高校生 滋賀県立愛知高等学校 女子5,000m競歩 26 28分40秒49

18 藤田　喜子 フジタ　ヨシコ 大学生 松山大学 女子5,000m競歩 27 28分40秒91

29 伊達　彩果 ダテ　サヤカ 高校生 兵庫県立須磨友が丘高等学校 女子5,000m競歩 28 28分46秒28

35 桐本　寧々 キリモト　ネネ 高校生 聖カタリナ学園高等学校 女子5,000m競歩 29 29分15秒24

42 清田　琴心 キヨタ　コトミ 高校生 滋賀県立草津東高等学校 女子5,000m競歩 30 29分35秒85

28 田口　麗 タグチ　レイ 大学生 広島大学 女子5,000m競歩 31 29分52秒44

37 谷尾　美咲 タニオ　ミサキ 高校生 兵庫県立川西緑台高等学校 女子5,000m競歩 32 31分56秒37

43 中野　萌華 ナカノ　モエカ 高校生 広島県立廿日市西高等学校 女子5,000m競歩 33 32分24秒61

36 次郎垣内　友依 ジロウガイチ　ユイ 高校生 比治山女子高等学校 女子5,000m競歩 34 33分32秒39

40 唐笠　希歩 トウガサ　ノア 高校生 広島県立神辺旭高等学校 女子5,000m競歩 35 36分15秒30

44 新川　玲亜 シンカワ　レア 高校生 三原高校 女子5,000m競歩 36 37分58秒09

4 浅野　眞代 アサノ　マヨ 大学生 大阪市立大学 女子5,000m競歩 DNS

5 石田　さつき イシダ　サツキ 一般 尼崎市陸上競技協会 女子5,000m競歩 DNS

8 糴川　礼菜 セリカワ　レナ 大学生 広島大学 女子5,000m競歩 DNS

16 池田　未央 イケダ　ミオ 大学生 福山平成大学 女子5,000m競歩 DNS

24 内片　玲 ウチカタ　レイ 高校生 京都府立西京高等学校 女子5,000m競歩 DNS

25 松本　美雨 マツモト　ミウ 高校生 野村高校 女子5,000m競歩 DNS

33 向井　久美子 ムカイ　クミコ 高校生 京都市立西京高校 女子5,000m競歩 DNS

41 清水　凜 シミズ　リン 高校生 広島県立呉三津田高等学校 女子5,000m競歩 K2

45 橘　瑚雪 タチバナ　コユキ 一般 T.N.S.K.C 女子5,000m競歩 DNS

46 松木　聖良 マツキ　セイラ 一般 T.N.S.K.C 女子5,000m競歩 DNS

47 城本　美結 シロモト　ミユ 高校生 鳥取城北高校 女子5,000m競歩 DNS

48 松木　侑美 マツキ　ユミ 一般 T.N.S.K.C 女子5,000m競歩 DNS

49 山田　千花 ヤマダ　チカ 一般 T.N.S.K.C 女子5,000m競歩 DNS

50 三井　美紀 ミツイ　ミキ 一般 T.N.S.K.C 女子5,000m競歩 DNS



男子10,000ｍ競歩　1組

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 年齢 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

8 北村　匠 キタムラ　タクミ 18 大学生 龍谷大学 男子10,000m競歩1組 1 41分57秒59

7 小笠原　大河 オガサワラ　タイガ 20 大学生 関西学院大学 男子10,000m競歩1組 2 42分02秒37

1 石田　理人 イシダ　リヒト 17 高校生 兵庫県立尼崎西高等学校 男子10,000m競歩1組 3 42分02秒58

16 出射　匠哉 イデイ　タツヤ 20 一般 三井E&S玉野 男子10,000m競歩1組 4 42分42秒25

23 中川　岳士 ナカガワ　タケシ 24 大学生 東北大学 男子10,000m競歩1組 5 42分52秒39

19 服部　有佑 ハットリ　ユウスケ 19 大学生 中京大学 男子10,000m競歩1組 6 43分00秒99

5 鈴木　大 スズキ　マサル 19 大学生 龍谷大学 男子10,000m競歩1組 7 43分49秒16

14 塩入　滉介 シオイリ　コウスケ 22 一般 東京陸協 男子10,000m競歩1組 8 43分53秒18

28 戸田　祐真 トダ　ユウマ 19 大学生 高知大学 男子10,000m競歩1組 9 43分57秒45

26 馬淵　丈 マブチ　ジョウ 20 大学生 京都大学 男子10,000m競歩1組 10 44分43秒49

15 劒物　太一 ケンモツ　タイチ 20 大学生 至学館大学 男子10,000m競歩1組 11 45分10秒98

20 古川　誠也 フルカワ　セイヤ 21 大学生 大阪大学 男子10,000m競歩1組 12 45分40秒83

10 黒岩　海志郎 クロイワ　カイジロウ 33 一般 高知陸協 男子10,000m競歩1組 13 45分44秒63

12 大隈　武士 オオクマ　タケシ 35 一般 JR九州 男子10,000m競歩1組 14 45分49秒52

9 西塔　拓己 サイトウ　タクミ 26 一般 愛知製鋼 男子10,000m競歩1組 15 46分2秒31

22 松本　海人 マツモト　カイト 21 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子10,000m競歩1組 16 46分15秒79

21 川田　敦斗 カワタ　アツト 20 大学生 中京大学 男子10,000m競歩1組 17 46分51秒56

25 三好　世真 ミヨシ　セイマ 19 大学生 同志社大学 男子10,000m競歩1組 18 46分59秒73

27 立花　悠弥 タチバナ　ユウヤ 19 大学生 広島工業大学 男子10,000m競歩1組 19 47分11秒62

30 千菊　智也 センギク　トモヤ 21 大学生 東京大学 男子10,000m競歩1組 20 47分47秒78

31 高木　健太 タカキ　ケンタ 20 大学生 中京大学 男子10,000m競歩1組 21 48分04秒35

13 神原　陸人 カンバラ　リクト 22 大学生 関西学院大学 男子10,000m競歩1組 22 48分11秒56

17 松尾　直哉 マツオ　ナオヤ 22 一般 AUF 男子10,000m競歩1組 23 48分58秒15

32 渡邉　遊 ワタナベ　ユウ 20 大学生 大阪大学 男子10,000m競歩1組 24 51分48秒31

29 井上　智暉 イノウエ　トモキ 19 大学生 高知工科大学 男子10,000m競歩1組 25 52分05秒45

2 宮原　空哉 ミヤハラ　コウヤ 18 高校生 鳥栖工業高校 男子10,000m競歩1組 DNS

3 中谷　知博 ナカタニ　トモヒロ 17 高校生 智辯学園奈良カレッジ高等部 男子10,000m競歩1組 DNS

4 柳原　隼 ヤナギハラ　ハヤト 19 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子10,000m競歩1組 DNF

6 湯川　宗志 ユカワ　ソウシ 19 大学生 龍谷大学 男子10,000m競歩1組 DNF

11 姫野　稀央 ヒメノ　キオ 17 高校生 鳥栖工業高校 男子10,000m競歩1組 DNS

18 田中　達也 タナカ　タツヤ 29 一般 田中競歩軍 男子10,000m競歩1組 DNF

24 磯部　太一 イソベ　タイチ 18 大学生 中京大学 男子10,000m競歩1組 DNF



男子10,000ｍ競歩　2組

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

2 秋山　快晴 アキヤマ　カイセイ 大学生 福井工業大学 男子10,000m競歩2組 1 44分13秒27

1 藤木　淳史 フジキ　アツシ 大学生 関西学院大学 男子10,000m競歩2組 2 45分16秒72

11 荒堀　巧三 アラホリ　コウゾウ 大学生 神戸大学 男子10,000m競歩2組 3 45分49秒55

12 廣田　天丸 ヒロタ　テンマル 大学生 広島大学 男子10,000m競歩2組 4 46分25秒89

14 池田　尚平 イケダ　ショウヘイ 大学生 京都大学 男子10,000m競歩2組 5 46分47秒30

6 上鑪　一真 カミタタラ　カズマ 大学生 九州共立大学 男子10,000m競歩2組 6 46分53秒27

26 古山　新之助 フルヤマ　シンノスケ 大学生 山口大学 男子10,000m競歩2組 7 46分55秒70

9 中澤　泰盛 ナカザワ　タイセイ 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子10,000m競歩2組 8 46分56秒49

15 孫田　礼人 マゴタ　アヤト 一般 小松島市陸協 男子10,000m競歩2組 9 47分03秒93

13 南方　昭寛 ミナカタ　アキヒロ 大学生 岡山大学 男子10,000m競歩2組 10 47分32秒71

29 森　渉 モリ　ワタル 大学生 東北大学 男子10,000m競歩2組 11 47分39秒02

24 宇野　幸希 ウノ　コウキ 一般 京都大学医学部AC 男子10,000m競歩2組 12 47分50秒35

4 中村　耀昌 ナカムラ　テルマサ 大学生 摂南大学 男子10,000m競歩2組 13 48分09秒68

30 清永　航平 キヨナガ　コウヘイ 高校生 関西学院高等部 男子10,000m競歩2組 14 48分40秒86

5 山本　唯登 ヤマモト　ユイト 大学生 滋賀大学 男子10,000m競歩2組 15 49分47秒06

19 宮原　敏郎 ミヤハラ　トシロウ 大学生 広島大学 男子10,000m競歩2組 16 49分53秒78

21 香川　竜都 カガワ　リュウト 大学生 下関市立大学 男子10,000m競歩2組 17 49分59秒78

8 城元　真生人 シロモト　マキト 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子10,000m競歩2組 18 50分53秒59

22 平岡　拓 ヒラオカ　タク 大学生 京都大学 男子10,000m競歩2組 19 50分56秒64

20 池内　宏希 イケウチ　ヒロキ 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 男子10,000m競歩2組 20 55分07秒45

27 山本　航平 ヤマモト　コウヘイ 一般 長岡第三中学校職 男子10,000m競歩2組 21 57分24秒60

28 吉永　宗一郎 ヨシナガ　ソウイチロウ 一般 佐世保市陸協 男子10,000m競歩2組 22 57分55秒24

31 佐々　順一 ササ　ジュンイチ 一般 三重マスターズ 男子10,000m競歩2組 23 61分31秒15

3 増田　翔太 マスダ　ショウタ 大学生 同志社大学 男子10,000m競歩2組 K2

7 合田　智哉 ゴウダ　トモヤ 大学生 広島修道大学 男子10,000m競歩2組 DNS

10 佐々木　陸 ササキ　リク 大学生 九州共立大学 男子10,000m競歩2組 DNS

16 菅井　昌希 スガイ　ショウキ 大学生 下関市立大学 男子10,000m競歩2組 K2

17 今仲　冠太 イマナカ　カンタ 大学生 美作大学 男子10,000m競歩2組 DNS

18 及川　達也 オイカワ　タツヤ 大学生 同志社大学 男子10,000m競歩2組 DNS

23 村上　勇磨 ムラカミ　ユウマ 一般 広島マスターズ 男子10,000m競歩2組 DNS

25 生永　傑 イキナガ　マサル 一般 福岡陸協 男子10,000m競歩2組 DNS

32 岩田　啓佑 イワタ　ケイスケ 大学生 広島大学 男子10,000m競歩2組 DNS

33 村上　寛佳 ムラカミ　ヒロヨシ 大学生 近畿大学中国四国 男子10,000m競歩2組 DNS

34 米田　研志 ヨネダ　ケンジ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

35 塩島　亮太 シオジマ　リョウタ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

36 清家　将徳 セイケ　マサノリ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

37 大本　宗範 オオモト　ヒロノリ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

38 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

39 松木　一馬 マツキ　カズマ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

40 佐々木　俊治 ササキ　トシハル 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS

41 佐伯　佳祐 サエキ　ケイスケ 一般 T.N.S.K.C 男子10,000m競歩2組 DNS



女子10,000ｍ競歩

ORD/ナンバー 氏名 フリガナ 学生/一般 所属先 出場種目 順位 失格等 タイム

2 矢来　舞香 ヤギ　マイカ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 1 46分11秒22

3 淺田　千安芸 アサダ　チアキ 一般 DNP 女子10,000m競歩 2 47分47秒30

8 大谷　菜々子 オオタニ　ナナコ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 3 48分51秒59

30 石田　さつき イシダ　サツキ 一般 尼崎市陸上競技協会 女子10,000m競歩 4 48分52秒99

6 源　有留 ミナモト　アル 一般 倉敷化工 女子10,000m競歩 5 48分53秒91

4 則本　菜々子 ノリモト　ナナコ 大学生 東京学芸大学 女子10,000m競歩 6 48分56秒77

12 谷口　明日香 タニグチ　アスカ 大学生 武庫川女子大学 女子10,000m競歩 7 49分02秒18

5 立見　真央 タツミ　マオ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 8 49分09秒43

10 根本　侑実 ネモト　ユウミ 一般 SNE　Athletes 女子10,000m競歩 9 49分25秒20

22 柴田　葵 シバタ　アオイ 大学生 至学館大学 女子10,000m競歩 10 49分56秒76

11 長谷川　睦 ハセガワ　ムツミ 一般 J&E久居 女子10,000m競歩 11 50分09秒49

7 岩田　奈央 イワタ　ナオ 大学生 同志社大学 女子10,000m競歩 12 50分18秒39

19 室伏　若菜 ムロフシ　ワカナ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 13 50分54秒41

20 入江　みはゆ イリエ　ミハユ 大学生 明治国際医療大学 女子10,000m競歩 14 52分12秒98

24 立花　裕美 タチバナ　ユミ 一般 尼崎陸協 女子10,000m競歩 15 52分17秒42

18 多比良　千穂 タヒラ　チホ 一般 茨城陸協 女子10,000m競歩 16 52分26秒49

23 中本　春花 ナカモト　ハルカ 大学生 武庫川女子大学 女子10,000m競歩 17 52分31秒80

9 落合　早峰 オチアイ　ハヤネ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 18 52分56秒34

17 糸山　未歩 イトヤマ　ミホ 大学生 高知大学 女子10,000m競歩 19 53分02秒10

14 田野　芙未佳 タノ　フミカ 大学生 九州共立大学 女子10,000m競歩 20 53分27秒72

27 中園　則子 ナカゾノ　ノリコ 大学生 鹿児島国際大学 女子10,000m競歩 21 53分55秒42

25 森田　真緒 モリタ　マオ 大学生 京都教育大学 女子10,000m競歩 22 54分30秒96

21 上森　佳代 カンモリ　カヨ 大学生 中京大学 女子10,000m競歩 23 54分31秒01

29 山本　真知子 ヤマモト　マチコ 大学生 広島経済大学 女子10,000m競歩 24 58分59秒09

15 宇都宮　あかり ウツノミヤ　アカリ 一般 聖カタリナ大学AC 女子10,000m競歩 25 66分10秒94

1 籔田　みのり ヤブタ　ミノリ 高校生 兵庫県立西宮高等学校 女子10,000m競歩 DNS

13 浅野　眞代 アサノ　マヨ 大学生 大阪市立大学 女子10,000m競歩 DNS

16 池田　未央 イケダ　ミオ 大学生 福山平成大学 女子10,000m競歩 DNS

26 福田　菜月 フクダ　ナツキ 大学生 神戸大学 女子10,000m競歩 DNS

28 勝又　碧 カツマタ　アオイ 大学生 びわこ成蹊スポーツ大学 女子10,000m競歩 DNS

31 橘　瑚雪 タチバナ　コユキ 一般 T.N.S.K.C 女子10,000m競歩 ＤＮＳ

32 松木　聖良 マツキ　セイラ 一般 T.N.S.K.C 女子10,000m競歩 ＤＮＳ

33 山田　千花 ヤマダ　チカ 一般 T.N.S.K.C 女子10,000m競歩 ＤＮＳ

34 三井　美紀 ミツイ　ミキ 一般 T.N.S.K.C 女子10,000m競歩 ＤＮＳ


