
第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

                                            
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

    

                          日本                                                                

                       韓国                                                          

                                                                                         

                    中国                                                        

                                                                             

                           中国 香港                                                          

                                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                            

                                                                                     

                                            



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  男子全日本     競歩  
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

    

                          日本                                                                

   藤澤 勇          東京                                                             

   松永 大介            神奈川 東洋大学                                                        

   小林 快         秋田 早稲田大学                                                        

   丸尾 知司        和歌山 和歌山県教育庁                                                        

   野田 明宏         大阪 明治大学                                                        

   山西 利和           京都 京都大学                                                        

   及川 文隆          愛知 東洋大学                                                        

   田坂 剛志        愛知 至学館大学                                                        

    山田 康太          愛知 順天堂大学                                                        

    後藤 秀斗          京都 順天堂大学                                                        

    塩島 亮太           長野 明治大学                                                        

    斉藤 凱         愛知 平成国際大学                                                        

    中尾 譲         岡山 山梨学院大学                                                        

    山口 壱平            東京 明治大学                                                        

    渡邉 成陽          神奈川 東京大学                                                        

    佐久間 貴弘         秋田 順天堂大学院                                                        

    楜澤 湧希          埼玉 国士舘大学                                                        

    洪 肇祐        東京 山梨学院大学                                                        

    三上 裕       北海道 山梨学院大学                                                        

    稲吉 悠多         愛知 至学館大学                                                        

    遠藤 克也          群馬 東京農業大学                                                        

    石田 研摩         兵庫    成蹊    大学                                                        

    村井 雄紀        静岡 日本大学                                                        

    谷口 哲也          鹿児島 小松短期大学                                                        

    山下 優嘉          富山 東洋大学                                                        

    岡田 健太         三重 至学館大学                                                        

    牧谷 大樹         滋賀 滋賀学園高校                                                        

    福田 剛生          石川 平成国際大学                                                        

    小脇 康平         香川 龍谷大学                                                        

    風間 公佑          北海道 北翔大学                                                        

     高橋 直己         埼玉 東京学芸大学                                                        

     山本 航平          京都 関西学院大学                                                        

     大嶋 悠斗         三重 中京大学                                                        

     柳澤 優斗           長野 福井工業大学                                                        

    高橋 拓也         広島 明治大学                                                        

     吉永 宗一郎             長崎 福岡大学                                                        

    有益 宏樹         青森 弘前大学                                                        

    大楽 享平            滋賀 滋賀学園高校                                                        

    髙取 恭一           滋賀 滋賀学園高校                                                        

    遠山 拓馬         岡山 小松短期大学                                                        

     大本 康平          京都 京都大学                                                        

    鎗田 悠一         千葉 山梨学院大学                                                        

    島田 尚輝         千葉 千葉県立銚子商業高校                                                        

     小関 世騎        東京 国士舘大学                                                        

    加洲 陽太         愛媛 青山学院大学                                                        

    天川 康太郎           兵庫 山梨学院大学                                                        

    小林 久人          愛知 山梨学院大学                                                        

    髙橋 涼太          長野 順天堂大学                                                        

    山口 正洋           大阪 大阪大学                                                        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  男子全日本     競歩  
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

     清家 将徳         愛媛 福山大学                                                        

     田中 雄也        京都 京都大学                                                        

    長澤 匠          京都    成蹊    大学                                                        

     棟重 賢治           東京 東京大学                                                        

    井上 尚孝          兵庫 山梨学院大学                                                        

     福島 優太         埼玉 日本大学                                                        

    土濃塚 渉          埼玉     市陸協                                                        

    宇野 文貴        富山 東京大学                                                        

    植木 貴洋         広島 広島経済大学                                                        

    冨塚 賢弥         秋田 北海道大学                                                        

    大沼 太陽          静岡 山梨学院大学                                                        

    奥野 哲弥        石川 筑波大学                                                        

    浦田 楓馬        京都 順天堂大学                                                        

     秋野 光哉        愛知 東京学芸大学                                                        

     海老原 脩          京都 京都大学                                                        

    中村 耀晶          滋賀 滋賀学園高校                                                        

    満保 敬太         北海道 小樽商科大学                                                        

    菅浪 裕也          京都    成蹊    大学                                                        

    平田 幹樹        神奈川 明大同好会                                                        

    川田 敦斗        滋賀 滋賀学園高校                                                        

    中川 岳士          滋賀 北海道大学                                                        

     土門 晃大          山形 山形大学                                                        

     青柳 至           山梨 日本大学                                                        

     佐 木 信春          宮城 東北学院大学                                                        

     村上 貴史         大阪 岩手大学                                                        

    早川 晃司          熊本 熊本陸協                                                        

     平田 准也          宮城 立教大学                                                        

    木村 克也        神奈川 法政大学                                                        

    大東 優太          滋賀    成蹊    大学                                                        

    清水 陽介          大阪 同志社大学                                          

    寺澤 望          埼玉 日本薬科大学          

     市川 和明           山梨 山梨学院大学                        

     榊 涼季         秋田 山梨学院大学        

     宝満 正嗣           福岡 岩手大学        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  男子日本学生選手権     競歩  
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

   松永 大介            神奈川 東洋大学                                                        

   小林 快         秋田 早稲田大学                                                        

   野田 明宏         大阪 明治大学                                                        

   山西 利和           京都 京都大学                                                        

   及川 文隆          愛知 東洋大学                                                        

   田坂 剛志        愛知 至学館大学                                                        

   山田 康太          愛知 順天堂大学                                                        

   後藤 秀斗          京都 順天堂大学                                                        

   塩島 亮太           長野 明治大学                                                        

    斉藤 凱         愛知 平成国際大学                                                        

    中尾 譲         岡山 山梨学院大学                                                        

    山口 壱平            東京 明治大学                                                        

    渡邉 成陽          神奈川 東京大学                                                        

    佐久間 貴弘         秋田 順天堂大学院                                                        

    楜澤 湧希          埼玉 国士舘大学                                                        

    洪 肇祐        東京 山梨学院大学                                                        

    三上 裕       北海道 山梨学院大学                                                        

    稲吉 悠多         愛知 至学館大学                                                        

    遠藤 克也          群馬 東京農業大学                                                        

    石田 研摩         兵庫    成蹊    大学                                                        

    村井 雄紀        静岡 日本大学                                                        

    谷口 哲也          鹿児島 小松短期大学                                                        

    山下 優嘉          富山 東洋大学                                                        

    岡田 健太         三重 至学館大学                                                        

    福田 剛生          石川 平成国際大学                                                        

    小脇 康平         香川 龍谷大学                                                        

    風間 公佑          北海道 北翔大学                                                        

     高橋 直己         埼玉 東京学芸大学                                                        

     山本 航平          京都 関西学院大学                                                        

     大嶋 悠斗         三重 中京大学                                                        

     柳澤 優斗           長野 福井工業大学                                                        

    高橋 拓也         広島 明治大学                                                        

     吉永 宗一郎             長崎 福岡大学                                                        

    有益 宏樹         青森 弘前大学                                                        

    遠山 拓馬         岡山 小松短期大学                                                        

     大本 康平          京都 京都大学                                                        

    鎗田 悠一         千葉 山梨学院大学                                                        

     小関 世騎        東京 国士舘大学                                                        

    加洲 陽太         愛媛 青山学院大学                                                        

    天川 康太郎           兵庫 山梨学院大学                                                        

    小林 久人          愛知 山梨学院大学                                                        

    髙橋 涼太          長野 順天堂大学                                                        

    山口 正洋           大阪 大阪大学                                                        

     清家 将徳         愛媛 福山大学                                                        

     田中 雄也        京都 京都大学                                                        

    長澤 匠          京都    成蹊    大学                                                        

     棟重 賢治           東京 東京大学                                                        

    井上 尚孝          兵庫 山梨学院大学                                                        

     福島 優太         埼玉 日本大学                                                        

    宇野 文貴        富山 東京大学                                                        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  男子日本学生選手権     競歩  
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

    植木 貴洋         広島 広島経済大学                                                        

    冨塚 賢弥         秋田 北海道大学                                                        

    大沼 太陽          静岡 山梨学院大学                                                        

    奥野 哲弥        石川 筑波大学                                                        

    浦田 楓馬        京都 順天堂大学                                                        

     秋野 光哉        愛知 東京学芸大学                                                        

     海老原 脩          京都 京都大学                                                        

    満保 敬太         北海道 小樽商科大学                                                        

    菅浪 裕也          京都    成蹊    大学                                                        

    中川 岳士          滋賀 北海道大学                                                        

     土門 晃大          山形 山形大学                                                        

     青柳 至           山梨 日本大学                                                        

     佐 木 信春          宮城 東北学院大学                                                        

     村上 貴史         大阪 岩手大学                                                        

     平田 准也          宮城 立教大学                                                        

    木村 克也        神奈川 法政大学                                                        

    大東 優太          滋賀    成蹊    大学                                                        

    清水 陽介          大阪 同志社大学                                          

    寺澤 望          埼玉 日本薬科大学          

     市川 和明           山梨 山梨学院大学                        

     榊 涼季         秋田 山梨学院大学        

     宝満 正嗣           福岡 岩手大学        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主 管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

                                              
                                                       
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

                      中国                                                        

                         日本                                                        

                          韓国                                                        

                                                                       

                            中国 香港                                                        

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                            



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主 管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  女子全日本     競歩  
                                                       
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

                         日本                                                        

    淺田 千安芸         福岡    西日本                                                        

    井上 麗        岡山 天満屋                                                        

    五藤 怜奈        岐阜 中部学院大学                                                        

    占部 磨美        愛知 三菱自動車岡崎                                                        

    道口 愛         東京                                                                 

    福田 亜矢子         大阪 国士舘大学                                                        

    渕瀬 真寿美        徳島 大塚製薬                                                        

    前川 知美         愛知 三菱自動車岡崎                                                        

     岡部 文子         埼玉 埼玉医科大学                                                        

     大和 千秋        長野 飯田病院                                                        

     橘             奈良 奈良学園大学                                                        

     八木 望         埼玉 東京学芸大学                                                        

     内海 紗希       兵庫 武庫川女子大学                                                        

     峰村          埼玉 埼玉県立久喜高校                                                        

     丸山 莉紗子         新潟 中京大学                                                        

     前田 紗希        愛知 名古屋大学                                                        

     上野 萌 子        京都 武庫川女子大学                                                        

     山田 千花        広島 広島大学                                                        

     保坂 真里奈        福岡 福岡大学                                                        

     中原 舞        岐阜 中部学院大学                                                        

     横山            鹿児島 霧島市立国分中央高校                                                        

     城本 佳菜        大阪                                                                     

     松本 紗依         奈良 奈良育英高校                                                        

     了源              兵庫 龍谷大学                                                        

     中野 恵          岐阜 済美高校                                                        

     村上 瑠菜        愛知 至学館大学                                                        

     白井           静岡 中京大学                                                        

     根本 侑実        千葉 東京学芸大学                                                        

     尾白 真奈       大阪 星翔高校                                                        

     宮崎 愛里香          埼玉 東京大学                                                        

     岡﨑 希実           岡山 佛教大学          

      上野 侑香       三重 日本陸送                                        

      川瀬 紫織        神奈川 東洋大学                                        

      林 有理沙        福井 福井工業大学                        

      河添 香織          京都 立命館大学                        

      杉本 梨保         愛知 至学館高校

      松本 彩映        北海道 国士舘大学

      吉田 英里子         長野 中京大学



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  女子日本学生選手権     競歩  
                                                       
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

    五藤 怜奈        岐阜 中部学院大学                                                        

    福田 亜矢子         大阪 国士舘大学                                                        

    岡部 文子         埼玉 埼玉医科大学                                                        

    橘             奈良 奈良学園大学                                                        

    八木 望         埼玉 東京学芸大学                                                        

    内海 紗希       兵庫 武庫川女子大学                                                        

    丸山 莉紗子         新潟 中京大学                                                        

    前田 紗希        愛知 名古屋大学                                                        

    上野 萌 子        京都 武庫川女子大学                                                        

     山田 千花        広島 広島大学                                                        

     保坂 真里奈        福岡 福岡大学                                                        

     中原 舞        岐阜 中部学院大学                                                        

     了源              兵庫 龍谷大学                                                        

     村上 瑠菜        愛知 至学館大学                                                        

     白井           静岡 中京大学                                                        

     根本 侑実        千葉 東京学芸大学                                                        

     宮崎 愛里香          埼玉 東京大学                                                        

     岡﨑 希実           岡山 佛教大学          

      川瀬 紫織        神奈川 東洋大学                                        

      林 有理沙        福井 福井工業大学                        

      河添 香織          京都 立命館大学                        

      松本 彩映        北海道 国士舘大学

      吉田 英里子         長野 中京大学



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生男子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

    伍賀 龍生          石川    市立宇 気中学校        

    弥田 知真         石川 中能登町立中能登中学校        

    藤 壮寛         石川 白山市立松任中学校        

    五十嵐 悠龍           石川 金沢市立緑中学校        

    戸田 祐真        静岡 静岡学園中学校        

    町田 大河          長崎 諫早市立諫早中学校        

    上野 達輝        石川 加賀市立山中中学校        

    石田 裕之          石川 七尾市立田鶴浜中学校        

    杉本 凌太郎             奈良 東大寺学園中学校        

     北林 武樹           奈良 東大寺学園中学校        

     廣芝 顕          奈良 東大寺学園中学校        

     岩佐 楓         長崎 佐世保市立世知原中学校        

     石野 駿平           石川 白山市立松任中学校        

     田邊 魁斗         石川 白山市立松任中学校        

     中川 颯大          石川 金沢市立野田中学校        

     西山 大貴          石川 能美市立根上中学校        

     大澤 友裕           岐阜 岐阜市立境川中学校        

     窪田 啓樹           岐阜 岐阜市立境川中学校        

     田中 群士          石川 加賀市立山中中学校        

     田口 隼也          岐阜 岐阜市立清流中学校        

     加賀 尚来        石川 加賀市立錦城中学校        

     堀 秀豊        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     岡﨑 友亮           石川 白山市立松任中学校        

     杉山 貴仁           静岡 静岡学園中学校        

     山崎 稜馬           石川 加賀市立山中中学校        

     速水 貴大           岐阜 岐阜市立境川中学校        

     久井 堅士朗          石川 星稜中学校        

     児島 昂世          石川 金沢市立西南部中学校        

     関 渉吾         石川 星稜中学校        

     佐 木 陸       石川 金沢市立緑中学校        

     加藤 貴一朗          奈良 東大寺学園中学校        

     細見 耕太郎          岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     由良 拓也       岐阜 岐阜市立境川中学校        

     杉田 和陽           岐阜 岐阜市立島中学校        

     森 大雅        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     田神 和真          岐阜 岐阜市立境川中学校        

     新宮 広望         石川 能美市立寺井中学校        

     山田 歩人         岐阜 岐阜市立境川中学校        

     谷口 岳          石川 能美市立寺井中学校        

     髙橋 航         岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     西川 祥立          岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     浅井 和哉         石川 能美市立寺井中学校        

     髙崎 滴久          石川 能美市立寺井中学校        

     吉本 涼真          石川 能美市立寺井中学校        

     峠 康太郎           岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     髙橋 直暉         岐阜 岐阜市立清流中学校        

     八木 俊輔          石川 能美市立寺井中学校        

     早川 翔太          岐阜 岐阜市立島中学校        

     石井 玲音        奈良 東大寺学園中学校        

     松本 凌         石川 能美市立寺井中学校        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生男子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

     北川 幸治           石川 能美市立辰口中学校        

     竹田 知起         石川 能美市立根上中学校        

     青木 優太        石川 星稜中学校        

     先出谷 優希          石川 能美市立辰口中学校        

     山下 大貴          石川 能美市立辰口中学校        

     石垣 亨         石川 能美市立辰口中学校        

     浅野 恭志        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     岸 祐輝       石川 能美市立辰口中学校        

     河合 祐輝        石川 能美市立辰口中学校        

     東 大晴          石川 能美市立辰口中学校        

     吉光 柊人          石川 能美市立寺井中学校        

     南 隆成          石川 能美市立寺井中学校        

     中 宥人       石川 能美市立寺井中学校        

     丹羽 初        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     坂元 隼太         石川 能美市立寺井中学校        

     中川 愛斗          石川 能美市立辰口中学校        

     橋野 虎太郎         石川 能美市立辰口中学校        

     久手川 功汰            石川 能美市立辰口中学校        

     金谷 泰我          石川 能美市立辰口中学校        

     松岡 拓真         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     髙村 俊善         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     貝沼 准季          岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     竹本 悠史          岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     山岸 立輝         石川 能美市立辰口中学校        

     橋 春輝       石川 能美市立辰口中学校        

                              石川 能美市立辰口中学校        

     成岡 寛太         石川 能美市立辰口中学校        

     山下 滉太         石川 能美市立辰口中学校        

     丸山 隼平            岐阜 岐阜市立境川中学校        

     谷 龍弥        石川 能美市立辰口中学校        

     國井 雄平         岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     中野 智也        石川 能美市立寺井中学校        

     川端 悠也          石川 能美市立辰口中学校        

     瀬川 怜羽         石川 能美市立辰口中学校        

     小竹 寿将         石川 能美市立寺井中学校        

     伊達 来輝        石川 能美市立寺井中学校        

     竹田 敦杜         石川 能美市立根上中学校        

     古谷 哲也         石川 能美市立寺井中学校        

     和田 将祈         石川 能美市立根上中学校        

     中島 雅貴          岐阜 岐阜市立青山中学校        

     浅井 悠斗        石川 能美市立寺井中学校        

     本村 優汰         石川 能美市立辰口中学校        

     島元 大         福岡 北九州陸上        

     赤丸 達哉         石川 金沢市立西南部中学校   

      森田 勝貴        岐阜 岐阜市立岐北中学校

      中村 亘希         岐阜 岐阜市立岐北中学校

      渡辺 力範           石川 能美市立寺井中学校

      金剛 梓吹           石川 能美市立辰口中学校

      新保 郁臣         石川 能美市立辰口中学校

      深澤 健太         石川 能美市立辰口中学校



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生男子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

      山下 悠希         石川 小松市立松東中学校

      大屋 亮凱          石川 金沢市立野田中学校

      田中 優心         石川 能美市立根上中学校

      粟生山 智輝         石川 能美市立根上中学校

      村元 海斗         石川 能美市立根上中学校



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生女子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

    吉田 優海        石川 中能登町立中能登中学校        

    森下 彩音         石川 白山市立松任中学校        

    濱本 佳那子         広島 広島県立広島中学校        

    山本 舞依        石川 加賀市立山中中学校        

    土田 望愛        石川 金沢市立緑中学校        

    清水 美沙        岡山 金光学園        

    林 莉子       石川 白山市立松任中学校        

    稲川 夏希          東京 学習院女子中等科        

    村山 唯        石川 志賀町立志賀中学校        

     小川 七海         広島 福山暁 星女子中学校        

     梅津 琳音         岐阜 岐阜市立境川中学校        

     所田 里緒        石川 金沢市立緑中学校        

     森山 詩菜         長崎 雲仙市立愛野中学校        

     西田 想来        長崎 諫早市立諫早中学校        

     小川 紗希        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     塩島             石川 白山市立松任中学校        

     中川 瑞稀           石川 白山市立松任中学校        

     山岸 未侑         石川 金沢市立清泉中学校        

     桑坪 彩衣         岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     渡辺 桜子           石川 白山市立松任中学校        

     柴田 蒔尋         石川 志賀町立志賀中学校        

     髙山 聖菜        石川 星稜中学校        

     藤田 萌 子         石川 白山市立松任中学校        

     片岡 知優         岐阜 本巣市立真正中学校        

     堀部 華瑚        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     桂田 瑛理         石川 加賀市立山中中学校        

     三反田              岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     吉井 菜緒       石川 金沢市立野田中学校        

     田邉 芽梨亜         岐阜 笠松町立笠松中学校        

     岩田 七海        岐阜 岐阜市立境川中学校        

     髙橋 純香         岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     川部 寿 実          岐阜 岐阜市立境川中学校        

     江村 彩       岐阜 岐阜市立境川中学校        

     中西 彩        石川 白山市立松任中学校        

     髙畠 聖            石川 能美市立辰口中学校        

     堀 明日香       岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     雨堤 優          岐阜 岐阜市立境川中学校        

     山田 茉由        石川 能美市立辰口中学校        

     北洞 舞花         岐阜 岐阜市立島中学校        

     岸谷 明日美        岐阜 岐阜市立島中学校        

     田中 芙生奈        石川 能美市立辰口中学校        

     水上 結貴         石川 能美市立根上中学校        

     髙畠 万弥          石川 能美市立辰口中学校        

     東出 遥花           石川 能美市立寺井中学校        

     西田 楓         石川 能美市立寺井中学校        

     鶴見 侑里香        石川 能美市立寺井中学校        

     荒井 初佳        石川 能美市立寺井中学校        

     田中 花純        石川 白山市立松任中学校        

     日吉 美智        石川 金沢市立清泉中学校        

     淋 多佳蘭         石川 能美市立寺井中学校        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生女子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

     西尾 江莉香        石川 能美市立寺井中学校        

     岡本 愛理        岐阜 岐阜市立島中学校        

     黒田 遥         石川 金沢市立西南部中学校        

     石黒 恵           石川 能美市立根上中学校        

     松浦 瑚        石川 能美市立寺井中学校        

     北出          石川 能美市立寺井中学校        

     田中 綾乃        岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     加藤 杏奈        岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校        

     長縄 真菜         岐阜 岐阜市立境川中学校        

     東出 夏鈴           石川 能美市立辰口中学校        

     水牧 日南         石川 能美市立寺井中学校        

     佐藤 夕貴        岐阜 岐阜市立島中学校        

     伊藤 楓香        岐阜 岐阜市立島中学校        

     寺田 実奈        石川 能美市立辰口中学校        

     川口 由葵         石川 能美市立寺井中学校        

     畑嶋 優衣        石川 能美市立寺井中学校        

     湊 萌花        石川 能美市立寺井中学校        

     安藤 結夏          石川 能美市立辰口中学校        

     西村 星南        岐阜 岐阜市立藍川東中学校        

     安達 玲乃        岐阜 岐阜市立藍川東中学校        

     山添 瑠奈         石川 能美市立寺井中学校        

     今出 茅那        石川 能美市立寺井中学校        

     北野 優依       石川 能美市立寺井中学校        

     松尾 涼那         岐阜 岐阜市立境川中学校        

     磯貝 璃沙         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     南野 円香          石川 能美市立寺井中学校        

     清水 友華         石川 能美市立根上中学校        

     土肥 菜奈花        石川 小松市立松東中学校        

     島田 万愛         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     倉 明日香       岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     井波 千優        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     定谷 綾華          石川 能美市立寺井中学校        

     浅井 夢香       石川 能美市立寺井中学校        

     五條 愛          石川 小松市立松東中学校        

     向出 理紗         石川 小松市立松東中学校        

     今坂 真悠        石川 能美市立根上中学校        

     山口 未夢         石川 能美市立根上中学校        

     谷 汐織       石川 能美市立根上中学校        

     泉 怜奈        石川 能美市立根上中学校        

     有吉 菜 子         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     北野 七海        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     岡部 来未         岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     田尻 夕惟        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     炭谷 綺乃        石川 能美市立辰口中学校        

     瀧 平 莉奈          岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     大野 萌子        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

     東谷 幸南           石川 能美市立寺井中学校        

     柴田 結衣        石川 能美市立寺井中学校        

     今村 涼乃          岐阜 岐阜市立岐北中学校        

      畔田 蒼         石川 能美市立辰口中学校        



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
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             周回    

  中学生女子    競歩 
                                                      
審判長 正吉喜 久夫          記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属    備考
                               備考

      北岡 優里        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

      平林              岐阜 岐阜市立岐北中学校        

      中井 朱里        岐阜 岐阜市立岐北中学校        

      北西 伶香          石川 能美市立根上中学校        

      椿下 依舞           石川 能美市立根上中学校        

      北村 千尋         石川 能美市立根上中学校        

      竹村 彩夏         石川 能美市立根上中学校        

      穴田 祐里香         石川 能美市立根上中学校        

      東方 柚季            石川 能美市立寺井中学校        

      崎田 愛莉        石川 能美市立寺井中学校        

      宮崎 彩夢         石川 金沢市立港中学校        

      新地 七海        石川 能美市立寺井中学校        

      中野 亜美       石川 能美市立寺井中学校        

      梅本            石川 能美市立寺井中学校        

      淀川 友理           岐阜 岐阜市立青山中学校        

      堀 祐実      岐阜 岐阜市立境川中学校        

      山崎 萌         石川 能美市立根上中学校        

      松本 真依        石川 金沢市立港中学校

      佐賀野 彩七         石川 能美市立寺井中学校

      藤田 桃子         石川 能美市立寺井中学校

      河崎 悠         石川 白山市立松任中学校

      鈴木            岐阜 岐阜市立藍川東中学校

      川部 有結        岐阜 岐阜市立境川中学校

      久保 佳恋        岐阜 岐阜市立境川中学校

      西脇 眞綾         岐阜 岐阜市立青山中学校

      粟木 未佑       石川 能美市立根上中学校

      中島 瑠菜         石川 能美市立根上中学校

      水岡 唯         石川 能美市立根上中学校

      篠原 悠希         石川 能美市立根上中学校

      川畠 奈月          石川 能美市立根上中学校

      東 芽依        石川 能美市立根上中学校



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主 管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

                                              
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

                                                                                     

                         中国                                                        

                                                                                     

                             韓国                                                        

                          韓国                                                        

                                韓国                                                        

                         韓国                                                        

                        中国                                                        

                        韓国                                                        

                                                                                                               

                                                                                            

                                                                                                 

                            韓国



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主 管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

                                                
                                                       
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

                         韓国                                                        

                                                                                                   

                  中国



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  男子全日本     競歩    
                                                      
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                  



第  回全日本競歩能美大会
兼                                                   
兼 第  回世界陸上競技選手権大会      北京 男子 女子    競歩代表選手選考競技会
併催 第 回日本学生    競歩選手権大会
兼 第  回        競技大会      光州 日本代表選手選考競技会

主 催     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 全日本競歩能美大会実行委員会
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     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    金沢放送局    金沢     石川    小松       
主 管  一般財団法人石川陸上競技協会
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             周回    

  女子全日本     競歩    
                                                       
審判長 親谷 均二         記録主任 川口 雅樹

順位  氏名     地区 所属                備考
                                                                         備考

                                                                                      

                                    合衆国                                                        


