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男子選手 女子選手 役  員 合  計

31名 28名 16名 75名

監督
髙野  進
（たかの  すすむ）　男
①昭和36年5月21日（49歳）
②静岡県　③吉原商業高校（静
岡県）→東海大学→東海大学
大学院　④東海大学　⑦専任
コーチングディレクタージュ
ニアアスリート担当　⑧陸上
コーチ

コーチ
尾縣  貢
（おがた  みつぎ）　男
①昭和34年6月29日（51歳）
②兵庫県　③小野高校（兵庫
県）→筑波大学→筑波大学大
学院　④筑波大学　⑦ナショ
ナルコーチ　⑧陸上コーチ

コーチ
河野  匡
（かわの  ただす）　男
①昭和35年9月10日（50歳）
②徳島県　③徳島市立高校（徳
島県）→筑波大学→筑波大学
大学院　④㈱大塚製薬工場

コーチ
苅部  俊二
（かるべ  しゅんじ）　男
①昭和44年5月8日（41歳）
②神奈川県　③横浜市立南高
校（神奈川県）→法政大学→筑
波大学大学院　④法政大学

コーチ
麻場  一徳
（あさば  かずのり）　男
①昭和35年9月12日（50歳）
②愛知県　③岡崎高校（愛知
県）→筑波大学→筑波大学大
学院　④都留文科大学　⑧陸
上上級コーチ

コーチ
山崎  一彦
（やまざき  かずひこ）　男
①昭和46年5月10日（39歳）
②埼玉県　③武南高校（埼玉
県）→順天堂大学→筑波大学
大学院　④福岡大学　⑧陸上
コーチ

コーチ
米倉  照恭
（よねくら  てるやす）　男
①昭和46年1月2日（39歳）
②福岡県　③三井高校（福岡
県）→日本体育大学　④㈱ニ
シ・スポーツ

コーチ
永山  忠幸
（ながやま  ただゆき）　男
①昭和34年11月29日（50歳）
②熊本県　③福岡大学附属大
壕高校（福岡県）→東京農業大
学　④ワコールホールディン
グス㈱

コーチ
平田  和光
（ひらた  かずみつ）　男
①昭和35年10月23日（49歳）
②熊本県　③苓明高校（熊本
県）　④自衛隊体育学校　　
⑧陸上上級コーチ

コーチ
土江  寛裕
（つちえ  ひろやす）　男
①昭和49年6月14日（36歳）
②島根県　③出雲高校（島根
県）→早稲田大学→早稲田大
学大学院　④城西大学

コーチ
青木  和浩
（あおき  かずひろ）　男
①昭和44年7月13日（41歳）
②千葉県　③千城台高校（千
葉県）→順天堂大学→順天堂
大学大学院　④順天堂大学

コーチ
栗山  佳也
（くりやま  よしなり）　男
①昭和30年7月16日（55歳）
②奈良県　③一条高校（奈良
県）→筑波大学　④大阪体育
大学
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ドクター
櫻庭  景植
（さくらば  けいしょく）　男
①昭和27年8月2日（58歳）
②神奈川県　③横浜翠嵐高校
（神奈川県）→順天堂大学　　
④順天堂大学　⑧スポーツド
クター

トレーナー
後藤  勤
（ごとう  つとむ）　男
①昭和49年5月23日（36歳）
②愛知県　③岡崎北高校（愛
知県）→中京大学　④T.S Serve 
Trainer Team　⑦専任メディ
カルスタッフ（トレーナー）　
⑧アスレティックトレーナー

トレーナー
長田  瑞絵
（ながた  みずえ）　女
①昭和51年7月26日（34歳）
②北海道　③大宮東高校（埼
玉県）　④㈱ワイズケア　　
⑦専任メディカルスタッフ（ト
レーナー）　⑧アスレティッ
クトレーナー

選手
江里口  匡史
（えりぐち  まさし）　男
①昭和63年12月17日（21歳）
②熊本県　③菊池南中学校（熊
本県）→鹿本高校（熊本県）→
早稲田大学（4年）　④早稲田
大学　⑤170cm　⑥60.5kg

選手
塚原  直貴
（つかはら  なおき）　男
①昭和60年5月10日（25歳）
②長野県　③岡谷北部中学校
（長野県）→東海大三高校（長
野県）→東海大学　④富士通   
⑤180cm   ⑥77kg

選手
藤光  謙司
（ふじみつ  けんじ）　男
①昭和61年5月1日（24歳）
②埼玉県　③三室中学校（埼
玉県）→浦和高校（埼玉県）→
日本大学　④セーレン
⑤182cm　⑥68kg

選手
安孫子  充裕
（あびこ  みつひろ）　男
①昭和63年10月25日（22歳）
②山形県　③山形市立第三中
学校（山形県）→上山名新館高
校（山形県）→筑波大学（4年）   
④筑波大学　⑤171cm
⑥66kg

選手
金丸  祐三
（かねまる  ゆうぞう）　男
①昭和62年9月18日（23歳）
②大阪府　③芝谷中学校（大
阪府）→大阪高校（大阪府）→
法政大学　④大塚製薬
⑤177cm　⑥74kg

選手
石塚  祐輔
（いしつか  ゆうすけ）　男
①昭和62年6月19日（23歳）
②茨城県　③土浦第三中学校
（茨城県）→土浦第三高校（茨
城県）→筑波大学　④チーム
ミズノアスレティック
⑤179cm　⑥73kg

選手
髙平  慎士
（たかひら  しんじ）　男
①昭和59年7月18日（26歳）
②北海道　③六合中学校（北
海道）→旭川大学高校（北海道）
→順天堂大学　④富士通　　
⑤180cm　⑥60kg

選手
廣瀨  英行
（ひろせ  ひでゆき）　男
①平成元年7月20日（21歳）
②佐賀県　③成章中学校（佐
賀県）→佐賀北高校（佐賀県）
→慶應義塾大学（3年）　④慶
應義塾大学　⑤176cm
⑥63kg

コーチ
鈴木  従道
（すずき  つぐみち）　男
①昭和20年10月16日（65歳）
②栃木県　③矢板高校（栃木
県）→日本大学　④長谷川体
育施設㈱　⑦専任コーチング
ディレクタートップアスリー
ト担当　⑧陸上コーチ
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選手
横田  真人
（よこた  まさと）　男
①昭和62年11月19日（22歳）
②東京都　③立教池袋中学校
（東京都）→立教池袋高校（東
京都）→慶應義塾大学　④富
士通　⑤177cm　⑥62kg

選手
村上  康則
（むらかみ  やすのり）　男
①昭和58年12月30日（26歳）
②福島県　③植田中学校（福
島県）→田村高校（福島県）→
順天堂大学　④富士通
⑤178cm　⑥64kg

選手
松岡  佑起
（まつおか  ゆうき）　男
①昭和61年1月14日（24歳）
②京都府　③田辺中学校（京
都府）→洛南高校（京都府）→
順天堂大学　④大塚製薬　　
⑤176cm　⑥60kg

選手
竹澤  健介
（たけざわ  けんすけ）　男
①昭和61年10月11日（24歳）
②兵庫県　③大津中学校（兵
庫県）→報徳学園高校（兵庫県）
→早稲田大学→早稲田大学大
学院　④エスビー食品
⑤171cm　⑥53kg

選手
北村  聡
（きたむら  さとる）　男
①昭和61年2月4日（24歳）
②兵庫県　③宝殿中学校（兵
庫県）→西脇工業高校（兵庫県）
→日本体育大学　④日清食品
グループ   ⑤161cm   ⑥51kg

選手
武田  毅
（たけだ  つよし）　男
①昭和62年1月22日（23歳）
②埼玉県　③木崎中学校（埼
玉県）→大宮東高校（埼玉県）
→順天堂大学　④スズキ浜松
アスリートクラブ　⑤178cm   
⑥56kg

選手
田野中  輔
（たのなか  たすく）　男
①昭和53年9月23日（32歳）
②千葉県　③さつきヶ丘中学
校（千葉県）→東海大学付属望
洋高校（千葉県）→筑波大学　
④富士通   ⑤185cm   ⑥80kg

選手
青木  悠人
（あおき  ゆうと）　男
①昭和59年7月11日（26歳）
②徳島県　③牟岐中学校（徳
島県）→富岡東高校（徳島県）
→早稲田大学　④MESSIAS　
⑤175cm　⑥73kg

選手
成迫  健児
（なりさこ  けんじ）　男
①昭和59年7月25日（26歳）
②大分県　③佐伯南中学校（大
分県）→佐伯鶴城高校（大分県）
→筑波大学→筑波大学大学院   
④ミズノ   ⑤185cm   ⑥74kg

選手
河北  尚広
（かわきた  なおひろ）　男
①昭和55年7月10日（30歳）
②香川県　③龍雲中学校（香
川県）→香川中央高校（香川県）
→筑波大学→筑波大学大学院   
④石丸製麺　⑤182cm
⑥74kg

選手
鈴木  雄介
（すずき  ゆうすけ）　男
①昭和63年1月2日（22歳）
②神奈川県　③辰口中学校（石
川県）→小松高校（石川県）→
順天堂大学　④富士通
⑤170cm　⑥58kg

選手
藤澤  勇
（ふじさわ  いさむ）　男
①昭和62年10月12日（23歳）
②長野県　③高社中学校（長
野県）→中野実業高校（長野県）
→山梨学院大学　④ALSOK綜
合警備保障　⑤164cm
⑥53kg
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選手
福島  千里
（ふくしま  ちさと）　女
①昭和63年6月27日（22歳）
②北海道　③糠内中学校（北
海道）→帯広南商業高校（北海
道）→北海道ハイテクノロジ
ー専門学校　④北海道ハイテ
クAC　⑤164cm　⑥50kg

選手
山﨑  勇喜
（やまざき  ゆうき）　男
①昭和59年1月16日（26歳）
②富山県　③杉原中学校（富
山県）→富山商業高校（富山県）
→順天堂大学　④長谷川体育
施設　⑤178cm　⑥62kg

選手
森岡  紘一朗
（もりおか  こういちろう）　男
①昭和60年4月2日（25歳）
②長崎県　③西諫早中学校（長
崎県）→諫早高校（長崎県）→
順天堂大学　④富士通
⑤184cm　⑥66kg

選手
髙張  広海
（たかはり  ひろみ）　男
①昭和62年11月13日（22歳）
②神奈川県　③岩戸中学校（神
奈川県）→横須賀総合高校（神
奈川県）→東海大学　④日立
ICT　⑤182cm　⑥64kg

選手
鈴木  崇文
（すずき  たかふみ）　男
①昭和62年5月25日（23歳）
②静岡県　③富士中学校（静
岡県）→富士宮北高校（静岡県）
→東海大学　④チームミズノ
アスレティック　⑤182cm　
⑥74kg

選手
菅井  洋平
（すがい  ようへい）　男
①昭和60年8月30日（25歳）
②栃木県　③愛宕台中学校（栃
木県）→太田工業高校（群馬県）
→順天堂大学　④ミズノ　　
⑤179cm　⑥75kg

選手
畑山  茂雄
（はたけやま  しげお）　男
①昭和52年3月9日（33歳）
②青森県　③黒石中学校（青
森県）→黒石高校（青森県）→
日本体育大学　④ゼンリン
⑤184cm　⑥98kg

選手
土井  宏昭
（どい  ひろあき）　男
①昭和53年12月2日（31歳）
②千葉県　③本埜中学校（千
葉県）→東京学館総合技術高
校（千葉県）→中京大学　④千
葉陸上競技協会　⑤180cm　
⑥125kg

選手／主将
村上  幸史
（むらかみ  ゆきふみ）　男
①昭和54年12月23日（30歳）
②愛媛県　③生名中学校（愛
媛県）→今治明徳高校（愛媛県）
→日本大学→日本大学大学院   
④スズキ浜松アスリートクラ
ブ　⑤186cm　⑥102kg

選手
右代  啓祐
（うしろ  けいすけ）　男
①昭和61年7月24日（24歳）
②北海道　③大麻東中学校（北
海道）→札幌第一高校（北海道）
→国士舘大学→国士舘大学大
学院　④国士舘大学
⑤196cm　⑥92kg

選手
佐藤  智之
（さとう  ともゆき）　男
①昭和56年1月31日（29歳）
②大分県　③鶴見台中学校（大
分県）→大分東明高校（大分県）   
④旭化成   ⑤167cm   ⑥51kg

選手
北岡  幸浩
（きたおか  ゆきひろ）　男
①昭和57年11月2日（28歳）
②奈良県　③都祁中学校（奈
良県）→智辯学園高校（奈良県）
→東洋大学　④NTN
⑤165cm　⑥50kg
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選手
髙橋  萌木子
（たかはし  ももこ）　女
①昭和63年11月16日（21歳）
②埼玉県　③早稲田中学校（埼
玉県）→埼玉栄高校（埼玉県）
→平成国際大学（4年）　④平
成国際大学　⑤169cm
⑥59kg

選手
田中  千智
（たなか  ちさと）　女
①昭和63年8月13日（22歳）
②福岡県　③長丘中学校（福
岡県）→筑紫女学園（福岡県）
→福岡大学（4年）　④福岡大
学　⑤165cm　⑥52kg

選手
千葉  麻美
（ちば  あさみ）　女
①昭和60年9月25日（25歳）
②福島県　③矢吹中学校（福
島県）→郡山東高校（福島県）
→福島大学　④ナチュリル
⑤162cm　⑥49kg

選手
渡辺  真弓
（わたなべ  まゆみ）　女
①昭和58年6月6日（27歳）
②新潟県　③新津第二中学校
（新潟県）→日本文理高校（新
潟県）→福島大学　④ナチュ
リル　⑤164cm　⑥52kg

選手
佐野  夢加
（さの  ゆめか）　女
①昭和60年6月1日（25歳）
②山梨県　③増穂中学校（山
梨県）→駿台甲府高校（山梨県）
→都留文科大学　④都留文科
大学職員   ⑤160cm   ⑥54kg

選手
青木  沙弥佳
（あおき  さやか）　女
①昭和61年12月15日（23歳）
②岐阜県　③境川中学校（岐
阜県）→岐阜商業高校（岐阜県）
→福島大学　④ナチュリル　
⑤162cm　⑥51kg　⑧陸上
指導員

選手
岸川  朱里
（きしかわ  あかり）　女
①昭和60年9月13日（25歳）
②神奈川県　③奈良中学校（神
奈川県）→新栄高校（神奈川県）
→日本体育大学　④湘南トラ
ッククラブ・インターナショ
ナル　⑤170cm　⑥55kg

選手
久保  瑠里子
（くぼ  るりこ）　女
①平成元年1月23日（21歳）
②広島県　③砂谷中学校（広
島県）→井口高校（広島県）　
④デオデオ　⑤171cm
⑥53kg

選手
吉川  美香
（よしかわ  みか）　女
①昭和59年9月16日（26歳）
②神奈川県　③麻溝台中学校
（神奈川県）→茬田高校（神奈
川県）　④パナソニック
⑤155cm　⑥39kg

選手
福士  加代子
（ふくし  かよこ）　女
①昭和57年3月25日（28歳）
②青森県　③板柳中学校（青
森県）→五所川原工業高校（青
森県）   ④ワコール   ⑤160cm   
⑥45kg

選手
木﨑  良子
（きざき  りょうこ）　女
①昭和60年6月21日（25歳）
②京都府　③江陽中学校（京
都府）→宮津高校（京都府）→
佛教大学　④ダイハツ
⑤157cm　⑥44kg

選手
吉本  ひかり
（よしもと  ひかり）　女
①平成2年1月14日（20歳）
②熊本県　③砥用中学校（熊
本県）→熊本信愛女学院高校
（熊本県）→佛教大学　④佛教
大学　⑤158cm　⑥43kg
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選手
海老原  有希
（えびはら  ゆき）　女
①昭和60年10月28日（25歳）
②栃木県　③上三川中学校（栃
木県）→真岡女子高校（栃木県）
→国士舘大学　④スズキ浜松
アスリートクラブ　⑤164cm   
⑥68kg

選手
早狩  実紀
（はやかり  みのり）　女
①昭和47年11月29日（37歳）
②京都府　③槇島中学校（京
都府）→南八幡高校（京都府）
→同志社大学　④京都光華AC   
⑤165cm　⑥47kg

選手
寺田  明日香
（てらだ  あすか）　女
①平成2年1月14日（20歳）
②北海道　③柏立中学校（北
海道）→恵庭北高校（北海道）
→北海道ハイテクノロジー専
門学校　④北海道ハイテクAC   
⑤166cm　⑥52kg

選手
城下  麗奈
（じょうした  れな）　女
①昭和61年4月2日（24歳）
②神奈川県　③松本中学校（神
奈川県）→横浜清風高校（神奈
川県）→青山学院大学　④横
浜市陸上競技協会　⑤168cm   
⑥50kg

選手
久保倉  里美
（くぼくら  さとみ）　女
①昭和57年4月27日（28歳）
②北海道　③緑ヶ丘中学校（北
海道）→旭川北高校（北海道）
→福島大学　④新潟アルビレ
ックスランニングクラブ　　
⑤160cm　⑥52kg　⑧陸上
指導員

選手
田子  雅
（たご  みやび）　女
①昭和63年7月15日（22歳）
②東京都　③植竹中学校（埼
玉県）→久喜高校（埼玉県）→
中央大学（4年）　④中央大学   
⑤169cm　⑥51kg

選手
渕瀬  真寿美
（ふちせ  ますみ）　女
①昭和61年9月2日（24歳）
②兵庫県　③朝日中学校（兵
庫県）→須磨学園高校（兵庫県）
→龍谷大学　④大塚製薬　　
⑤161cm　⑥48kg

選手
川﨑  真裕美
（かわさき  まゆみ）　女
①昭和55年5月10日（30歳）
②福島県　③東中学校（茨城
県）→下館第二高校（茨城県）   
④富士通   ⑤167cm   ⑥52kg

選手
我孫子  智美
（あびこ  ともみ）　女
①昭和63年3月17日（22歳）
②滋賀県　③光泉中学校（滋
賀県）→光泉高校（滋賀県）→
同志社大学　④滋賀レイクス
ターズ　⑤174cm　⑥53kg

選手
井村  久美子
（いむら  くみこ）　女
①昭和56年1月10日（29歳）
②山形県　③酒田第三中学校
（山形県）→仙台育英学園高校
（宮城県）→福島大学　④アイ
デアメンタルトレーニングセ
ンター　⑤165cm　⑥50kg

選手
桝見  咲智子
（ますみ  さちこ）　女
①昭和59年12月20日（25歳）
②福岡県　③明善中学校（香
川県）→英明高校（香川県）→
福岡大学　④九電工
⑤176cm　⑥62kg

選手
室伏  由佳
（むろふし  ゆか）　女
①昭和52年2月11日（33歳）
②静岡県　③保見中学校（愛
知県）→市邨学園（愛知県）→
中京大学→中京大学大学院　
④ミズノ   ⑤170cm   ⑥62kg
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選手
中田  有紀
（なかた  ゆき）　女
①昭和52年3月10日（33歳）
②滋賀県　③長岡第二中学校
（京都府）→洛北高校（京都府）
→中京大学→中京大学大学院   
④日本保育サービス
⑤167cm　⑥55kg

選手
加納  由理
（かのう  ゆり）　女
①昭和53年10月27日（32歳）
②兵庫県　③宝殿中学校（兵
庫県）→須磨女子高校（兵庫県）
→立命館大学　④セカンドウ
ィンドAC   ⑤152cm   ⑥40kg

選手
嶋原  清子
（しまはら  きよこ）　女
①昭和51年12月22日（33歳）
②山口県　③大島中学校（山
口県）→高水高校（山口県）→
国士舘大学　④セカンドウィ
ンドAC　⑤154cm　⑥43kg




