
時　刻 天　候 気　温 湿　度 風向き 風　速

9:00 晴 6.5℃ 77% 西北西 1.8m/s

10:00 晴 7.5℃ 64% 西北西 2.5m/s

11:00 晴 8.0℃ 65% 西南西 2.3m/s

12:00 晴 9.0℃ 60% 南西 2.4m/s 競技終了時刻：14:19
13:00 晴 9.5℃ 54% 西南西 2.5m/s

14:00 晴 9.0℃ 54% 南西 2.5m/s

男子20Km 女子20Km

順位 氏名 所属 登録府県 記録 順位 氏名 所属 登録府県 記録

1 高橋　英輝 富士通 千葉 1:19:04 1 岡田　久美子 東京陸上競技協会 東京  1:33:28

2 住所　大翔 順天堂大学 兵庫 1:20:14 2 河添　香織 自衛隊体育学校 埼玉  1:35:38

3 野田　明宏 自衛隊体育学校 埼玉 1:20:24 3 籔田　みのり 武庫川女子大学 兵庫  1:35:56

4 松永　大介 富士通 千葉 1:21:23 4 下岡　仁美 同志社大学 大阪  1:36:02

5 村山　裕太郎 富士通 千葉 1:21:47 5 矢来　舞香 千葉興業銀行 千葉  1:36:11

6 萬壽　春輝 順天堂大学 兵庫 1:21:54 6 熊谷　菜美 関彰商事 茨城  1:36:55

7 丸尾　知司 愛知製鋼 愛知 1:21:56 7 梅野　倖子 順天堂大学 福岡  1:37:42

8 近藤　良亮 塩谷町役場陸上競技部 栃木 1:21:59 8 立見　真央 中京大学 静岡  1:38:17

9 石田　昴 立命館大学 富山 1:22:05 9 内藤　未唯 神奈川大学 栃木  1:38:50

10 古賀　友太 明治大学 福岡 1:22:35 10 小出　佳奈 順天堂大学 奈良  1:39:34

11 石田　理人 東洋大学 兵庫 1:22:58 11 溝口　友己歩 ホンダロジコム陸上競技部 東京  1:39:51

12 吉川　絢斗 東京学芸大学 神奈川 1:23:28 12 村上　藍 順天堂大学 熊本  1:40:38

13 荒井　広宙 富士通 千葉 1:24:40 13 吉住　友希 船橋整形外科 千葉  1:41:52

14 藤木　淳史 関西学院大学 兵庫 1:25:25 14 杉林　歩 大阪大学 大阪  1:43:01

15 松本　祐翔 山梨学院大学 茨城 1:25:34 15 森田　真緒 京都教育大学 滋賀  1:43:46

16 藤澤　勇 ALSOK 東京 1:25:37 16 井上　香里 静岡大学 静岡  1:45:41

17 柳原　隼 びわこ成蹊スポーツ大学 滋賀 1:26:31 17 金子　櫻 鹿児島国際大学 熊本  1:45:47

18 清水　海地 明治大学 長野 1:26:37 18 片寄　碧 順天堂大学 福島  1:45:48

19 村手　光樹 東京学芸大学 三重 1:27:18 19 上森　佳代 中京大学 愛知  1:46:23

20 西林　晴流 山梨学院大学 香川 1:27:49 20 石田　さつき 滋賀県立大津商業高等学校 滋賀  1:46:28

順位 氏名 所属 登録府県 記録 順位 氏名 所属 登録府県 記録

1 古賀　文也 私立大牟田高等学校 福岡  0:42:36 1 大山　藍 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 鹿児島  0:22:46

2 大家　利公 和歌山県立田辺工業高等学校 和歌山  0:42:55 2 淺野　愛菜 沖縄県立コザ高等学校 沖縄  0:23:09

3 近藤　岬 新潟県立十日町高等学校 新潟  0:43:13 3 中村　綾花 長野県長野東高等学校 長野  0:23:10

4 土屋　温希 智辯学園奈良カレッジ高等部 奈良  0:43:43 4 中野　彩月 岐阜県立益田清風高等学校 岐阜  0:23:16

5 下池　将多郎 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 鹿児島  0:43:50 5 足立　真唯 愛知県立明和高等学校 愛知  0:23:23

6 長田　悠吾 智辯学園奈良カレッジ高等部 奈良  0:43:53 6 田中　彩貴 智辯学園奈良カレッジ高等部 奈良  0:23:32

7 田口　紫音 上田西高校 長野  0:44:00 7 永井　優会 北海道北見緑陵高等学校 北海道  0:23:39

8 安田　夢咲士 私立大牟田高等学校 福岡  0:44:01 8 谷門　花菜 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 鹿児島  0:23:41

9 津田　翔太郎 高知県立高知工業高等学校 高知  0:44:04 9 長島　奈南 成田高等学校 千葉  0:23:53

10 高橋　優喜 静岡県立浜松北高等学校 静岡  0:44:05 10 柳田　花穂 兵庫県立尼崎稲園高等学校 兵庫  0:23:55

11 佐藤　晋太 長野県長野工業高等学校 長野  0:44:06 11 定森　日菜 倉敷翠松高等学校 岡山  0:24:01

12 鈴木　淳也 長野県長野商業高等学校 長野  0:44:12 12 藤野　楓 園田学園女子大学 大阪  0:24:07

13 梅田　和宏 大阪体育大学浪商高等学校 大阪  0:44:49 13 廣瀨　夏希 東京都立富士高等学校 東京  0:24:09

14 小野　圭貴 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀  0:44:49 14 斉藤　茅音 北海道遠軽高等学校 北海道  0:24:23

15 下田　悠樹 私立自由ケ丘高等学校 福岡  0:44:49 15 山本　乃愛 私立鵬学園高等学校 石川  0:24:42

16 越國　太貴 北海道札幌北高等学校 北海道  0:44:51 16 井上　花歩 福岡県立筑前高等学校 福岡  0:24:44

17 兼谷　真人 茨城県立日立工業高等学校 茨城  0:44:58 17 小島　恵奈 本庄東高等学校 埼玉  0:24:46

18 上野　由騎 岡山商科大学附属高等学校 岡山  0:45:00 18 田村　楽 東京都立富士高等学校 東京  0:24:50

19 湯河　龍平 兵庫県立西脇工業高等学校 兵庫  0:45:03 19 竹下　百音 私立九州国際大学付属高等学校 福岡  0:24:51

20 山下　結人 兵庫県立西脇工業高等学校 兵庫  0:45:19 20 中谷　佳乃 本庄東高等学校 埼玉  0:24:52

兼 杭州2022アジア競技大会 日本代表選手選考競技会

成　績　記　録　表

日本選手権

気象状況

記録主任：中川　廣信

第105回日本陸上競技選手権大会・20km競歩

兼 オレゴン2022世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

第33回U20選抜競歩大会

総　　務：宮永　正俊

審 判 長：永里　初

2022年2月20日

主　催：公益財団法人 日本陸上競技連盟

主　管：一般財団法人 兵庫陸上競技協会

後　援：神戸市・神戸市教育委員会･公益財団法人 神戸市スポーツ協会・神戸新聞社

コース：六甲アイランド甲南大学 西側20㎞コース（日本陸連公認コース）

U20男子10Km U20女子5Km
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