
時　刻 天　候 気　温 湿　度 風向き 風　速

競技開始時 晴 8.5℃ 52% 西 0.3m/s

9:00 晴 8.5℃ 52% 西 0.1m/s

10:00 晴 11.0℃ 52% 西 0.2m/s

11:00 晴 11.0℃ 46% 西 1.2m/s 競技終了時刻：12:10
12:00 晴 11.0℃ 46% 北東 0.8m/s

競技終了時 晴 11.0℃ 46% 西 0.5m/s

男子20男子20男子20男子20KmKmKmKm 女子20女子20女子20女子20KmKmKmKm

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  1:18:26 1 岡田　久美子 ビックカメラ 東京  1:29:40

2 藤澤　勇 ALSOK 東京  1:18:45 2 道口　愛 自衛隊体育学校 埼玉  1:32:30

3 荒井　広宙 自衛隊体育学校 埼玉  1:19:54 3 五藤　怜奈 中部学院大 岐阜  1:32:41

4 西塔　拓己 愛知製鋼 愛知  1:20:14 4 河添　香織 立命館大 京都  1:34:21

5 丸尾　知司 和歌山県教育庁 和歌山  1:20:14 5 井上　麗 天満屋 岡山  1:34:29

6 谷井　孝行 自衛隊体育学校 埼玉  1:21:23 6 松本　彩映 国士舘大 北海道  1:35:43

7 山田　康太 順天堂大 愛知  1:23:23 7 八木　望 東京学芸大 埼玉  1:36:14

8 渡邉　成陽 東京大 神奈川  1:23:25 8 大久保　玲美 弘前大 青森  1:36:25

9 大隈　武士 JR九州 福岡  1:23:40 9 溝口　友己歩 長野東高 長野  1:36:43

10 山﨑　勇喜 自衛隊体育学校 埼玉  1:23:44 10 岡部　文子 埼玉医科大 埼玉  1:38:10

11 田坂　剛志 至学館大 愛知  1:24:04 11 竹園　日加里 日本女子体育大 滋賀  1:39:41

12 山下　優嘉 東洋大 富山  1:24:12 12 上野　侑香 日本陸送 三重  1:39:55

13 森岡　紘一朗 富士通 千葉  1:24:18 13 園田　世玲奈 中京大 滋賀  1:40:55

14 中尾　讓 山梨学院大 岡山  1:25:07 14 熊谷　菜美 国士舘大 岩手  1:40:57

15 髙橋　和生 早稲田大 岩手  1:25:25 15 岡崎　希実 佛教大 岡山  1:41:33

16 勝木　隼人 自衛隊体育学校 埼玉  1:25:28 16 大和　千秋 飯田病院 長野  1:42:14

17 河岸　良祐 東洋大 兵庫  1:25:49 17 松本　紗依 順天堂大 奈良  1:42:31

18 塩島　亮太 明治大 長野  1:26:11 18 高山　瑞佳 新潟医療福祉大 富山  1:43:27

19 楜澤　湧希 国士舘大 埼玉  1:26:28 19 竹内　万理 宇部市陸協 山口  1:45:20

20 山本　徹 東京陸協 東京  1:26:33 20 山田　千花 広島大 広島  1:45:23

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 石川　昌弥 横浜高 神奈川  0:41:01 1 則本　菜々子 岡山東商高 岡山  0:22:51

2 川野　将虎 御殿場南高 静岡  0:41:10 2 川上　真祐子 西京高 京都  0:22:51

3 山本　龍太郎 富山商高 富山  0:41:29 3 下東　果穂 西条農高 広島  0:22:55

4 鈴木　匠 履正社高 大阪  0:41:38 4 江口　はるな 藤沢西高 神奈川  0:22:56

5 遠山　航平 翠松高 岡山  0:41:52 5 矢来　舞香 県西宮高 兵庫  0:22:59

6 泉　健太 松江北高 島根  0:42:02 6 外所　知紗 新島学園高 群馬  0:23:14

7 山本　真二郎 富山商高 富山  0:42:06 7 眞下　さくら 松山女高 埼玉  0:23:16

8 鈴木　智大 明和高 愛知  0:42:09 8 大植　麻由 西京高 京都  0:23:39

9 池田　向希 浜松日体高 静岡  0:42:21 9 宍倉　真央 逗子高 神奈川  0:23:41

10 川田　敦斗 滋賀学園高 滋賀  0:42:32 10 林　優花子 八幡浜高 愛媛  0:23:51

11 石井　克弥 長野日大高 長野  0:42:37 11 佐伯　莉穂 星翔高 大阪  0:23:51

12 上田　俊希 宇和島東高 愛媛  0:42:41 12 吉川　みなこ 桂高 京都  0:23:55

13 村山　裕太郎 川西緑台高 兵庫  0:42:43 13 矢島　風香 長野東高 長野  0:23:59

14 斎藤　駿太 湘南工大附高 神奈川  0:42:44 14 長谷川　実香 所沢西高 埼玉  0:24:00

15 中村　耀晶 滋賀学園高 滋賀  0:42:45 15 田牧　明花音 逗子高 神奈川  0:24:02

16 神澤　俊史 日本大 群馬  0:42:48 16 来住野　うらら 守谷高 茨城  0:24:11

17 滝沢　大賀 春日部東高 埼玉  0:42:52 17 横山　ひかり 佐原高 千葉  0:24:12

18 塩屋　陸 西宮北高 兵庫  0:42:54 18 本間　汐音 長岡商高 新潟  0:24:13

19 種岡　孝介 大塚高 大阪  0:42:59 19 山田　愛佳 下妻一高 茨城  0:24:14

20 城元　真生人 洛南高 京都  0:42:59 20 古田　朱里 本庄東高 埼玉  0:24:19

ジュニアジュニアジュニアジュニア男子10男子10男子10男子10KmKmKmKm ジュニアジュニアジュニアジュニア女子5女子5女子5女子5KmKmKmKm
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日本選手権日本選手権日本選手権日本選手権

気象状況

第99回日本陸上競技選手権 男子・女子20km競歩

第31回オリンピック競技大会(2016リオデジャネイロ)男子・女子20㎞競歩代表選手考技会

第27回ジュニア選抜競歩大会

2016年2月21日

記録主任：井澤　孝彦

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教育協会・神戸新聞社

コース：六甲アイランド甲南大学周辺コース（日本陸連公認コース）

総　　務：吉井　道昭

審 判 長：吉村　直樹
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