陸上競技
Athletics
チームリーダー

栗山

佳也

陸上競技

（くりやま よしなり） 男
①1955年7月16日（62歳）
②奈良県 ③奈良市立一条高
校（奈良県）→筑波大学 ④大
阪体育大学

監督

片峯

隆

（かたみね たかし） 男
①1958年4月3日（59歳）
②福岡県 ③福岡県立三潴高
校→福岡大学 ④福岡大学

コーチ

大後

栄治

（だいご えいじ） 男
①1964年11月21日（52歳）
②千葉県 ③私立日本体育大
学荏原高校（東京都）→日本体
育大学→日本体育大学大学院
④神奈川大学

コーチ

今村

文男

（いまむら ふみお） 男
①1966年11月5日
（50歳）
②千葉県 ③私立八千代松陰
高校
（千葉県）
→東洋大学→順
天堂大学大学院 ④富士通㈱
⑧専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩陸上
競技コーチ

コーチ

米田

勝朗

（よねだ かつろう） 男
①1968年5月20日（49歳）
②宮崎県 ③宮崎県立高千穂
高校→日本体育大学→弘前大
学大学院 ④名城大学

コーチ

青木

和浩

（あおき かずひろ） 男
①1969年7月13日（48歳）
②千葉県 ③千葉県立千城台
高校→順天堂大学→順天堂大
学大学院 ④順天堂大学
⑧専任情報・科学スタッフ
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

24名

14名

13名

51名

コーチ

千葉

佳裕

（ちば よしひろ） 男
（38歳）
①1979年4月29日
②埼玉県 ③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院 ④城西大学

コーチ

邑木

隆二

（むらき りゅうじ） 男
（37歳）
①1979年12月29日
②大阪府 ③私立大阪高校
（大阪府）→法政大学→早稲田
大学大学院 ④駿河台大学

ドクター

蒲原

一之

（かまはら かずゆき） 男
①1965年4月19日
（52歳）
②広島県 ③私立広島学院高
校
（広島県）
→筑波大学→筑波
大学大学院 ④
（独）
日本スポ
ーツ振興センター ハイパフ
ォーマンスセンター 国立ス
ポーツ科学センター メディ
カルセンター ⑩スポーツド
クター

トレーナー

眞鍋

芳明

（まなべ よしあき） 男
（40歳）
①1977年8月15日
②愛媛県 ③茨城県立龍ヶ崎
第一高校→筑波大学→筑波大
学大学院 ④国際武道大学
⑩アスレティックトレーナ
ー、陸上競技コーチ
トレーナー

加藤

基

（かとう はじめ） 男
（35歳）
①1981年12月4日
②愛知県 ③愛知県立明和高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④帝京大学 ⑩アスレテ
ィックトレーナー

トレーナー

宮澤

那緒

（みやざわ なお） 女
（31歳）
①1986年7月19日
②長野県 ③長野県立伊奈弥
生ヶ丘高校→順天堂大学
④ ReCuA Therapy Room
⑩アスレティックトレーナー

陸上競技
Athletics

総務

安井

年文

選手

多田

修平

（ただ しゅうへい） 男
①1996年6月24日（21歳）
②大阪府 ③東大阪市立石切
中学校（大阪府）→私立大阪桐
蔭高校（大阪府）→関西学院大
学（3年） ④関西学院大学
⑤176㎝ ⑥65㎏
選手

田中

佑典

（たなか ゆうすけ） 男
①1998年1月11日
（19歳）
②埼玉県 ③三郷市立彦糸中
学校
（埼玉県）
→埼玉県立三郷
北高校→日本ウェルネススポ
ーツ大学
（2年） ④日本ウェ
ルネススポーツ大学
⑤174㎝ ⑥71㎏

選手

山下

潤

（やました じゅん） 男
①1997年8月23日（19歳）
②福島県 ③国立福島大学附
属中学校（福島県）→福島県立
福島高校→筑波大学（2年）
④筑波大学 ⑤182㎝
⑥68㎏
選手

北川

翔

（きたがわ しょう） 男
①1995年12月17日（21歳）
②埼玉県 ③熊谷市立富士見
中学校（埼玉県）→埼玉県立松
山高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学 ⑤181㎝
⑥67㎏
選手

北川

貴理

（きたがわ たかまさ） 男
①1996年9月5日（20歳）
②福井県 ③敦賀市立粟野中
学校（福井県）→福井県立敦賀
高校→順天堂大学
（3年）
④順天堂大学 ⑤177㎝
⑥70㎏

野本

周成

（のもと しゅうせい） 男
（21歳）
①1995年10月25日
②愛媛県 ③八幡浜市立青石
中学校（愛媛県）→愛媛県立八
幡浜高校→早稲田大学
（4年）
④早稲田大学 ⑤185㎝
⑥76㎏
選手

金井

陸上競技

（やすい としふみ） 男
①1967年2月7日（50歳）
②広島県 ③広島県立庄原格
致高校→筑波大学→筑波大学
大学院 ④青山学院大学
⑩陸上競技コーチ

選手

大旺

（かない たいおう） 男
（21歳）
①1995年9月28日
②北海道 ③函館市立本通中
学校（北海道）→私立函館ラ・
サール高校（北海道）→法政大
学
（4年） ④法政大学
⑤179㎝ ⑥71㎏
選手

鍜治木

崚

（かじき りょう） 男
（21歳）
①1995年12月8日
②鳥取県 ③琴浦町立東伯中
学校（鳥取県）→鳥取県立鳥取
中 央 育 英 高 校 → 城 西 大 学（4
年） ④城西大学 ⑤178㎝
⑥68㎏
選手

栃木

渡

（とちぎ わたる） 男
（22歳）
①1995年5月8日
②栃木県 ③栃木市立大平中
学校（栃木県）→私立佐野日本
大学高校（栃木県）→順天堂大
学
（4年） ④順天堂大学
⑤170㎝ ⑥53㎏
選手

塩尻

和也

（しおじり かずや） 男
（20歳）
①1996年11月8日
②群馬県 ③伊勢崎市立境北
中学校（群馬県）→群馬県立伊
勢崎清明高校→順天堂大学（3
年） ④順天堂大学 ⑤170㎝
⑥54㎏
選手

鈴木

塁人

（すずき たかと） 男
（20歳）
①1997年7月23日
②千葉県 ③柏市立西原中学
校（千葉県）→私立流通経済大
学付属柏高校（千葉県）→青山
学院大学（2年） ④青山学院
大学 ⑤174㎝ ⑥59㎏
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陸上競技
Athletics

選手

鈴木

健吾

陸上競技

（すずき けんご） 男
①1995年6月11日（22歳）
②愛媛県 ③宇和島市立城東
中学校（愛媛県）→愛媛県立宇
和 島 東 高 校 → 神 奈 川 大 学（4
年） ④神奈川大学 ⑤163㎝
⑥46㎏
選手

工藤

有生

（くどう なおき） 男
①1995年9月5日（21歳）
②広島県 ③東広島市立高屋
中学校（広島県）→広島県立世
羅高校→駒澤大学
（4年）
④駒澤大学 ⑤177㎝
⑥55㎏
選手

片西

景

（かたにし けい） 男
①1997年3月18日（20歳）
②東京都 ③国立市立国立第
二中学校（東京都）→私立昭和
第一学園高校（東京都）→駒澤
大学（3年） ④駒澤大学
⑤165㎝ ⑥49㎏
選手

野田

明宏

（のだ ともひろ） 男
①1996年1月24日（21歳）
②大阪府 ③和泉市立和泉中
学校（大阪府）→私立清風高校
（大阪府）→明治大学（4年）
④明治大学 ⑤174㎝
⑥58㎏
選手

及川

文隆

（おいかわ ふみたか） 男
①1995年4月5日（22歳）
②愛知県 ③豊田市立逢妻中
学校（愛知県）→私立愛知高校
（愛知県）→東洋大学（4年）
④東洋大学 ⑤168㎝
⑥54㎏
選手

山西

利和

（やまにし としかず） 男
①1996年2月15日（21歳）
②京都府 ③長岡京市立長岡
第三中学校（京都府）→京都市
立堀川高校（京都府）→京都大
学（4年） ④京都大学
⑤164㎝ ⑥52㎏
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選手

江島

雅紀

（えじま まさき） 男
（18歳）
①1999年3月6日
②神奈川県 ③横浜市立錦台
中学校（神奈川県）→神奈川県
立荏田高校→日本大学
（1年）
④日本大学 ⑤190㎝
⑥79㎏
選手

山本

凌雅

（やまもと りょうま） 男
（22歳）
①1995年7月14日
②長崎県 ③諫早市立高来中
学校（長崎県）→長崎県立諫早
農業高校→順天堂大学
（4年）
④順天堂大学 ⑤179㎝
⑥65㎏
選手

橋岡

優輝

（はしおか ゆうき） 男
（18歳）
①1999年1月23日
②茨城県 ③さいたま市立岸
中学校（埼玉県）→私立八王子
学園八王子高校（東京都）→日
本大学（1年） ④日本大学
⑤183㎝ ⑥75㎏
選手

山川

夏輝

（やまかわ なつき） 男
（22歳）
①1995年7月24日
②滋賀県 ③東近江市立能登
川中学校（滋賀県）→私立洛南
高 校（ 京 都 府 ）→ 日 本 大 学（4
年） ④日本大学 ⑤181㎝
⑥75㎏
選手

墨

訓熙

（すみ くにひろ） 男
（23歳）
①1994年2月27日
②愛知県 ③一宮市立木曽川
中学校（愛知県）→愛知県立起
工業高校→中京大学→中京大
学大学院（修士2年） ④中京
大学 ⑤173㎝ ⑥112㎏
選手

小南

拓人

（こみなみ たくと） 男
（22歳）
①1995年7月26日
②北海道 ③札幌市立屯田中
央中学校（北海道）→私立札幌
第一高校（北海道）→国士舘大
学
（4年） ④国士舘大学
⑤172㎝ ⑥83㎏

陸上競技
Athletics

選手

小椋

健司

選手

中村

水月

（なかむら みづき） 女
①1996年3月22日（21歳）
②石川県 ③金沢市立西南部
中学校（石川県）→石川県立小
松商業高校→大阪成蹊大学（4
年） ④大阪成蹊大学
⑤169㎝ ⑥56㎏
選手

前山

美優

（まえやま みゆ） 女
①1996年2月21日（21歳）
②新潟県 ③新潟市立関屋中
学校（新潟県）→新潟県立新潟
商業高校→新潟医療福祉大学
（4年） ④新潟医療福祉大学
⑤170㎝ ⑥56㎏
選手

竹内

爽香

（たけうち さやか） 女
①1995年7月18日（22歳）
②埼玉県 ③さいたま市立大
原中学校（埼玉県）→埼玉県立
浦和第一女子高校→慶應義塾
大学（4年） ④慶應義塾大学
⑤157㎝ ⑥49㎏
選手

壹岐

いちこ

（いき いちこ） 女
①1997年5月7日（20歳）
②京都府 ③大津市立田上中
学校（滋賀県）→私立京都橘高
校（ 京 都 府 ）→ 立 命 館 大 学（2
年） ④立命館大学 ⑤165㎝
⑥53㎏
選手

関谷

夏希

（せきや なつき） 女
①1997年5月16日（20歳）
②千葉県 ③茂原市立茂原中
学校（千葉県）→船橋市立船橋
高校（千葉県）→大東文化大学
（2年） ④大東文化大学
⑤166㎝ ⑥48㎏

細田

あい

（ほそだ あい） 女
（21歳）
①1995年11月27日
②長野県 ③茅野市立長峰中
学校（長野県）→長野県立長野
東高校→日本体育大学
（4年）
④日本体育大学 ⑤156 ㎝
⑥43㎏
選手

棟久

陸上競技

（おぐら けんじ） 男
①1995年6月8日（22歳）
②鳥取県 ③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→鳥取県立倉吉
総 合 産 業 高 校 → 日 本 大 学（4
年） ④日本大学 ⑤182㎝
⑥85㎏

選手

由貴

（むねひさ ゆき） 女
（19歳）
①1997年12月15日
②山口県 ③下関市立長府中
学校（山口県）→山口県立西京
高校→東京農業大学（2年）
④東京農業大学 ⑤152 ㎝
⑥38㎏
選手

福居

紗希

（ふくい さき） 女
（21歳）
①1996年3月25日
②富山県 ③富山市立南部中
学校（富山県）→富山県立富山
商業高校→城西大学（4年）
④城西大学 ⑤159㎝
⑥44㎏
選手

古谷

奏

（ふるや かなで） 女
（21歳）
①1996年4月10日
②神奈川県 ③横浜市立金沢
中学校（神奈川県）→私立白鵬
女子高校（神奈川県）→松山大
学
（3年） ④松山大学
⑤150㎝ ⑥39㎏
選手

山口

可純

（やまぐち かすみ） 女
（19歳）
①1997年11月21日
②三重県 ③桑名市立光陵中
学校（三重県）→三重県立四日
市商業高校→大東文化大学（2
年） ④大東文化大学
⑤163㎝ ⑥46㎏
選手

出水田

眞紀

（いずみだ まき） 女
（21歳）
①1996年1月22日
②神奈川県 ③横浜市立浜中
学校（神奈川県）→私立白鵬女
子高校（神奈川県）→立教大学
（4年） ④立教大学
⑤153㎝ ⑥41㎏
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陸上競技
Athletics

選手

斉藤

真理菜

陸上競技

（さいとう まりな） 女
①1995年10月15日（21歳）
②茨城県 ③龍ヶ崎市立城南
中学校（茨城県）→茨城県立土
浦 湖 北 高 校 → 国 士 舘 大 学（4
年） ④国士舘大学 ⑤164㎝
⑥65㎏
選手

北口

榛花

（きたぐち はるか） 女
①1998年3月16日（19歳）
②北海道 ③国立北海道教育
大学附属旭川中学校（北海道）
→北海道旭川東高校→日本大
学（2年） ④日本大学
⑤178㎝ ⑥85㎏
選手

ヘンプヒル

恵

（ヘンプヒル めぐ） 女
①1996年5月23日（21歳）
②京都府 ③私立京都文教中
学校（京都府）→私立京都文教
高 校（ 京 都 府 ）→ 中 央 大 学（3
年） ④中央大学 ⑤168㎝
⑥60㎏
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