陸上競技
Athletics
監督

女子選手

役 員

合 計

20名

16名

14名

50名

コーチ

原田

康弘

陸上競技

（はらだ やすひろ） 男
（58歳）
①昭和30年4月17日
②宮城県 ③私立東北高校
（宮城県）→日本体育大学
④（公財）日本オリンピック委
員会 ⑦ナショナルコーチ

コーチ

青木

和浩

（あおき かずひろ） 男
（44歳）
①昭和44年7月13日
②千葉県 ③県立千城台高校
（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

山崎

一彦

（やまざき かずひこ） 男
①昭和46年5月10日
（42歳）
②埼玉県 ③私立武南高校
（埼玉県）→順天堂大学→筑波
大学大学院 ④福岡大学
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

高岡

寿成

（たかおか としなり） 男
（43歳）
①昭和45年9月24日
②京都府 ③私立洛南高校
（京都府）→龍谷大学 ④㈱カ
ネボウ化粧品

コーチ

小島

茂之

（こじま しげゆき） 男
（34歳）
①昭和54年9月25日
②千葉県 ③船橋市立船橋高
校（千葉県）→早稲田大学
④アシックスジャパン㈱

コーチ

野口

英盛

（のぐち ひでもり） 男
（33歳）
①昭和55年2月22日
②兵庫県 ③私立清風高校
（大阪府）→順天堂大学 ④積
水化学工業㈱

ドクター

小坂田

淳

（おさかだ じゅん） 男
（39歳）
①昭和49年4月2日
②兵庫県 ③県立神戸高塚高
校（兵庫県）→京都産業大学
④大阪ガス㈱

コーチ

鎌田

浩史

（かまだ ひろし） 男
（46歳）
①昭和42年2月17日
②宮崎県 ③県立宮崎大宮高
校（宮崎県）→筑波大学 ④筑
波大学 ⑧スポーツドクター

トレーナー

瀧谷

賢司

（たきたに けんし） 男
①昭和32年1月4日（56歳）
②奈良県 ③奈良市立一条高
校
（奈良県）→順天堂大学
④大阪成蹊大学 ⑧陸上指導
員

コーチ

等々力
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村上

博之

（むらかみ ひろゆき） 男
①昭和54年4月4日
（34歳）
②大阪府 ③私立上宮太子高
校
（大阪府）→早稲田大学→早
稲田大学大学院 ④村上鍼灸
治療院 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

信弘

（とどりき のぶひろ） 男
（46歳）
①昭和42年4月25日
②愛知県 ③私立名古屋学院
高校（愛知県）→中京大学
④ミズノ㈱
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男子選手

吉住

巳佐世

（よしずみ みさよ） 女
（35歳）
①昭和52年11月13日
②福岡県 ③私立福岡雙葉高
校（福岡県）→東海大学 ④ア
スキットボディはり灸院

陸上競技
Athletics

トレーナー

砂川

選手

祐輝

山﨑

総務

選手

平野

了

小林

（ひらの りょう） 男
（38歳）
①昭和50年5月14日
②福岡県 ③県立筑紫高校
（福岡県）→筑波大学→筑波大
学大学院 ④（公財）日本陸上
競技連盟

選手

直己

（こばやし なおき） 男
（22歳）
①平成2年12月20日
②神奈川県 ③秦野市立鶴巻
中学校（神奈川県）→県立秦野
総合高校（神奈川県）→東海大
学
（1年） ④東海大学
⑤170cm ⑥64kg
選手

山縣

亮太

川元

（やまがた りょうた） 男
①平成4年6月10日（21歳）
②広島県 ③私立修道中学校
（広島県）→私立修道高校（広
島県）→慶應義塾大学（3年）
④慶應義塾大学 ⑤176cm
⑥69kg
選手

奨

（かわもと しょう） 男
（20歳）
①平成5年3月1日
②神奈川県 ③佐久市立野沢
中学校（長野県）→県立長野県
北佐久農業高校（長野県）→日
本大学（3年） ④日本大学
⑤175cm ⑥68kg
選手

大瀨戸

一馬

星

（おおせと かずま） 男
①平成6年8月5日（19歳）
②福岡県 ③苅田町立新津中
学校（福岡県）→県立小倉東高
校（福岡県）→法政大学
（1年）
④法政大学 ⑤178cm
⑥68kg
選手／主将

飯塚

謙吾

（やまさき けんご） 男
（21歳）
①平成4年7月30日
②茨城県 ③北茨城市立中郷
中学校（茨城県）→私立埼玉栄
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 日 本 大 学（3
年） ④日本大学 ⑤176cm
⑥67kg

陸上競技

（すながわ ゆうき） 男
（29歳）
①昭和59年6月12日
②沖縄県 ③県立八重山高校
（沖縄県）→国際武道大学
④㈱Lehua 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

翔太

矢澤

（いいづか しょうた） 男
①平成3年6月25日（22歳）
②静岡県 ③御前崎市立浜岡
中学校（静岡県）→私立藤枝明
誠高校（静岡県）→中央大学（4
年） ④中央大学 ⑤185cm
⑥82kg
選手

ケンブリッジ

創太

（ほし そうた） 男
（25歳）
①昭和63年1月6日
②福島県 ③会津若松市立第
二中学校（福島県）→県立会津
工業高校（福島県）→駒澤大学
④富士通㈱ ⑤173cm
⑥56kg

航

（やざわ わたる） 男
（22歳）
①平成3年7月2日
②神奈川県 ③横浜市立岩崎
中学校（神奈川県）→私立法政
大学第二高校（神奈川県）→法
政大学（4年） ④法政大学
⑤178cm ⑥62kg
選手

飛鳥

（けんぶりっじ あすか） 男
①平成5年5月31日（20歳）
②ジャマイカ ③江東区立深
川第三中学校（東京都）→私立
東京高校（東京都）→日本大学
（2年） ④日本大学
⑤179cm ⑥72kg

佐藤

大志

（さとう ひろゆき） 男
（23歳）
①平成2年8月6日
②岩手県 ③藤沢市立滝の沢
中学校（神奈川県）→私立山手
学院高校（神奈川県）→青山学
院大学 ④日立化成㈱
⑤182cm ⑥73kg
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陸上競技
Athletics

選手

野澤

選手

啓佑

陸上競技

（のざわ けいすけ） 男
①平成3年6月7日（22歳）
②山梨県 ③南アルプス市立
甲西中学校（山梨県）→県立巨
摩高校（山梨県）→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学
⑤175cm ⑥62kg
選手

山本

選手

選手

選手

選手

元気

髙力

裕也

（こうりき ゆうや） 男
（23歳）
①平成元年10月19日
②鳥取県 ③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→県立倉吉総合
産業高校（鳥取県）→大阪体育
大学 ④鳥取AS ⑤173cm
⑥84kg

土井

杏南

（どい あんな） 女
（18歳）
①平成7年8月24日
②東京都 ③朝霞市立第一中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）（3年） ④埼玉栄
高校 ⑤158cm ⑥50kg

選手

翔一

（まつした しょういち） 男
①平成元年4月18日（24歳）
②兵庫県 ③神戸市立桃山台
中学校（兵庫県）→県立星陵高
校（兵庫県）→筑波大学→筑波
大学大学院（2年） ④筑波大学
大学院 ⑤180cm ⑥75kg
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ディーン

（でぃーん げんき） 男
（21歳）
①平成3年12月30日
②兵庫県 ③神戸市立平野中
学校（兵庫県）→市立尼崎高校
（兵庫県）
→早稲田大学
（4年）
④早稲田大学 ⑤182cm
⑥86kg

選手

鴻汰

（みねむら こうた） 男
（20歳）
①平成4年12月22日
②長野県 ③大町市立第一中
学校（長野県）→長野県大町高
校
（長野県）→筑波大学
（3年）
④筑波大学 ⑤175cm
⑥64kg

松下

亮太

選手

雄飛

（おおいわ ゆうひ） 男
①平成3年2月17日（22歳）
②富山県 ③氷見市立北部中
学校（富山県）→私立高岡龍谷
高校（富山県）→富山大学
④㈱モンテローザ ⑤172cm
⑥64kg

嶺村

柏村

（かしむら りょうた） 男
（22歳）
①平成3年8月13日
②鳥取県 ③北栄町立北条中
学校（鳥取県）→私立倉吉北高
校
（鳥取県）
→日本大学
（4年）
④日本大学 ⑤176cm
⑥113kg
選手

大樹

（おぎた ひろき） 男
（25歳）
①昭和62年12月30日
②香川県 ③大野原町立大野
原中学校（香川県）→県立観音
寺第一高校（香川県）→関西学
院大学 ④ミズノ㈱
⑤185cm ⑥78kg

大岩

聡

選手

聖途

（やまもと せいと） 男
①平成4年3月11日（21歳）
②愛知県 ③岡崎市立岩津中
学校（愛知県）→私立岡崎城西
高 校（ 愛 知 県 ）→ 中 京 大 学（4
年） ④中京大学 ⑤178cm
⑥67kg

荻田

畑瀨

（はたせ さとし） 男
（30歳）
①昭和57年12月18日
②佐賀県 ③福岡市立多々良
中学校（福岡県）→福岡市立博
多工業高校（福岡県）→日本大
学 ④群馬綜合ガードシステ
ム㈱ ⑤184cm ⑥115kg
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木村

茜

（きむら あかね） 女
（20歳）
①平成5年6月4日
②滋賀県 ③野洲市立中主中
学校（滋賀県）→私立京都橘高
校（京都府）→大阪成蹊大学（2
年） ④大阪成蹊大学
⑤156cm ⑥46kg

陸上競技
Athletics

選手

選手

市川

華菜

選手

璃子

選手

田村

友紀

（たむら ゆき） 女
①平成3年7月8日（22歳）
②岩手県 ③盛岡市立大宮中
学校（岩手県）→私立盛岡女子
高 校（ 岩 手 県 ）→ 岩 手 大 学（4
年） ④岩手大学 ⑤165cm
⑥50kg
選手

清水

裕子

（しみず ゆうこ） 女
（28歳）
①昭和60年7月13日
②長野県 ③大桑村立大桑中
学校（長野県）→県立中津商業
高校（岐阜県） ④積水化学工
業㈱ ⑤158cm ⑥42kg

選手

鳥原

早貴

（とりはら さき） 女
①平成4年2月28日
（21歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立伊
敷台中学校
（鹿児島県）→鹿児
島市立鹿児島女子高校
（鹿児
島県）→青山学院大学
（4年）
④青山学院大学 ⑤161cm
⑥48kg
選手

三郷

実沙希

（さんごう みさき） 女
（24歳）
①平成元年4月21日
②愛知県 ③森町立泉陽中学
校（静岡県）→私立常葉学園菊
川高校
（静岡県） ④スズキ㈱
⑤165cm ⑥47kg

選手

新宮

美歩

（しんぐう みほ） 女
（21歳）
①平成3年11月29日
②広島県 ③広島市立五日市
中学校（広島県）→私立東大阪
大学敬愛高校（大阪府）→東大
阪大学（4年） ④東大阪大学
⑤161cm ⑥50kg
選手

伊藤

愛里

（いとう あいり） 女
（24歳）
①平成元年7月5日
②愛媛県 ③県立松山西中学
校（ 愛 媛 県 ）→ 私 立 済 美 高 校
（愛媛県）→関西大学 ④住友
電気工業㈱ ⑤165cm
⑥50kg
選手

伊藤

美穂

（いとう みほ） 女
（20歳）
①平成4年10月28日
②神奈川県 ③横浜市立川和
中学校（神奈川県）→県立川和
高校（神奈川県）→順天堂大学
（3年） ④順天堂大学
⑤160cm ⑥45kg
選手

森

松﨑

（まつざき りこ） 女
（20歳）
①平成4年12月24日
②千葉県 ③船橋市立古和釜
中学校（千葉県）→船橋市立船
橋高校（千葉県） ④積水化学
工業㈱ ⑤157cm ⑥43kg

陸上競技

（いちかわ かな） 女
①平成3年1月14日（22歳）
②愛知県 ③豊田市立豊南中
学校（愛知県）→私立岡崎城西
高校（愛知県）→中京大学
④ミズノ㈱ ⑤164cm
⑥50kg

相馬

絵里子

（そうま えりこ） 女
（22歳）
①平成3年9月30日
②秋田県 ③北秋田市立合川
中学校（秋田県）→私立秋田和
洋女子高校（秋田県）→筑波大
学
（4年） ④筑波大学
⑤167cm ⑥53kg
選手

智香子

（もり ちかこ） 女
（20歳）
①平成4年11月25日
②長崎県 ③私立長崎大学教
育学部附属中学校（長崎県）→
県立諫早高校（長崎県）→大東
文化大学（3年） ④大東文化
大学 ⑤159cm ⑥42kg

青木

沙弥佳

（あおき さやか） 女
（26歳）
①昭和61年12月15日
②岐阜県 ③岐阜市立境川中
学校（岐阜県）→県立岐阜商業
高校
（岐阜県）
→福島大学
④㈱東邦銀行 ⑤163cm
⑥52kg
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陸上競技
Athletics

選手

芝田

陽香

陸上競技

（しばた はるか） 女
①平成3年1月13日（22歳）
②京都府 ③京都市立藤森中
学校（京都府）→京都市立西京
高校（京都府）→龍谷大学
④チームミズノアスレティッ
ク ⑤164cm ⑥50kg
選手

茂山

千尋

（しげやま ちひろ） 女
①平成元年6月11日（24歳）
②三重県 ③津市立一志中学
校（三重県）→県立宇治山田商
業高校（三重県）→国士舘大学
④国士舘クラブ ⑤159cm
⑥83kg
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