陸上競技
ATHLETICS
監督

澤木 啓祐

コーチ

木内 敏夫

（きうち  としお） 男
①昭和24年7月22日（57歳）
②埼玉県 ③県立熊谷工業高
校→順天堂大学 ④富士通㈱

総務

尾縣 貢

（おがた  みつぎ） 男
①昭和34年6月29日（47歳）
②兵庫県 ③小野高校→筑波
大学→筑波大学大学院修士課
程 ④筑波大学 ⑥陸上競技
コーチ

コーチ

川本 和久

（かわもと  かずひさ） 男
①昭和32年12月5日（48歳）
②佐賀県 ③伊万里高校→筑
波大学→筑波大学大学院
④福島大学 ⑥陸上競技上級
コーチ

コーチ

高野 進

（たかの  すすむ） 男
①昭和36年5月21日（45歳）
②静岡県 ③吉原商業高校→
東海大学→東海大学大学院
④東海大学

コーチ

今村 文男

（いまむら  ふみお） 男
①昭和41年11月5日（40歳）
②東京都 ③八千代松蔭高校
→東洋大学→順天堂大学大学
院 ④富士通㈱

越川 一紀

（こしかわ  かずのり） 男
①昭和31年1月23日（50歳）
②千葉県 ③成田高校→順天
堂大学 ④順天堂大学 ⑥陸
上競技コーチ

陸上競技

（さわき  けいすけ） 男
①昭和18年12月8日（62歳）
②大阪府 ③春白丘高校→順
天堂大学→順天堂大学大学院
④順天堂大学 ⑥陸上競技上
級コーチ

コーチ

コーチ

秋元 惠美

（あきもと  えみ） 女
①昭和31年7月19日（50歳）
②埼玉県 ③岩槻商業高校→
国士舘大学（4年） ④岩槻商
業高校

コーチ

苅部 俊二

（かるべ  しゅんじ） 男
①昭和44年5月8日（37歳）
②神奈川県 ③横浜南高校→
法政大学→筑波大学大学院
④法政大学

トレーナー

曽我 武史

（そが  たけし） 男
①昭和46年11月2日（35歳）
②岡山県 ③都立鷺官高校→
日本体育大学 ④ミズノ㈱
⑥アスレティックトレーナー

トレーナー

村田 亜由美

（むらた  あゆみ） 女
①昭和52年11月1日（29歳）
②神奈川県 ③聖セシリア女
子高校→東海大学 ④㈲リニ
アート ⑥アスレティックト
レーナー

選手

末續 慎吾

（すえつぐ  しんご） 男
①昭和55年6月2日（26歳）
②熊本県 ③西原中学校→九
州学院→東海大学→東海大学
大学院 ④ミズノ
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陸上競技
ATHLETICS
選手

高平 慎士

陸上競技

（たかひら  しんじ） 男
①昭和59年7月18日（22歳）
②北海道 ③六合中学校→旭
川大学高校→順天堂大学（4
年） ④順天堂大学

選手

塚原 直貴

（つかはら  なおき） 男
①昭和60年5月10日（21歳）
②長野県 ③岡谷市立岡谷北
部中学校→東海大学第三高校
→東海大学（3年） ④東海大
学

選手

小島 茂之

（こじま  しげゆき） 男
①昭和54年9月25日（27歳）
②千葉県 ③臼井西中学校→
市立船橋高校→早稲田大学
④アシックス

選手

金丸 祐三

（かねまる  ゆうぞう） 男
①昭和62年9月18日（19歳）
②大阪府 ③芝谷中学校→大
阪高校→法政大学（1年）
④法政大学

選手

大前 祐介

（おおまえ  ゆうすけ） 男
①昭和57年4月6日（24歳）
②東京都 ③目黒第七中学校
→本郷高校→早稲田大学
④富士通

選手

向井 裕紀弘

（むかい  ゆきひろ） 男
①昭和55年4月24日（26歳）
②愛媛県 ③今治南中学校→
新居浜東高校→日本大学
④岐阜ES事業団
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選手

山口 有希

（やまぐち  ゆうき） 男
①昭和59年2月22日（22歳）
②京都府 ③城北中学校→洛
南高校→東海大学 ④大阪ガ
ス

選手

堀籠 佳宏

（ほりごめ  よしひろ） 男
①昭和56年1月2日（25歳）
②宮城県 ③仙台市立第一中
学校→宮城県立泉館山高校→
日本体育大学 ④富士通

選手

小林 史和

（こばやし  ふみかず） 男
①昭和53年3月21日（28歳）
②三重県 ③日枝中学校→中
京商業高校→拓殖大学
④NTN

選手

内藤 真人

（ないとう  まさと） 男
①昭和55年7月31日（26歳）
②愛知県 ③豊田市立木野原
中学校→中京大附属中京高校
→法政大学 ④ミズノ

選手

田野中 輔

（たのなか  たすく） 男
①昭和53年9月23日（28歳）
②千葉県 ③千葉県立さつき
が丘中学校→東海大附属望洋
高校→筑波大学 ④富士通

選手

成迫 健児

（なりさこ  けんじ） 男
①昭和59年7月25日（21歳）
②大分県 ③佐伯南中学校→
佐伯鶴城高校→筑波大学（4
年） ④筑波大学

陸上競技
ATHLETICS
選手

河北 尚広

選手

山﨑 勇喜

（やまざき  ゆうき） 男
①昭和59年1月16日（22歳）
②富山県 ③杉原中学校→富
山商業高校→順天堂大学
④長谷川体育施設

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（21歳）
②長崎県 ③西諌早中学校→
諫早高校→順天堂大学（3年）
   
④順天堂大学

選手

前田 和浩

（まえだ  かずひろ） 男
①昭和56年4月19日（25歳）
②佐賀県 ③白石中学校→白
石高校 ④㈱九電工

選手

大森 輝和

（おおもり  てるかず） 男
①昭和54年9月3日（27歳）
②香川県 ③土庄中学校→高
松工芸高校 ④四国電力

選手

醍醐 直幸

（だいご  なおゆき） 男
①昭和56年1月18日（25歳）
②東京都 ③真光寺中学校→
都立野津田高校→東海大学
④富士通

土屋 光

（つちや  ひかる） 男
①昭和61年2月1日（20歳）
②大阪府 ③明治池中学校→
金剛高校→筑波大学（3年）
④筑波大学

陸上競技

（かわきた  なおひろ） 男
①昭和55年7月10日（26歳）
②香川県 ③龍雲中学校→香
川中央高校→筑波大学→筑波
大学大学院 ④石丸製麺

選手

選手

澤野 大地

（さわの  だいち） 男
①昭和55年9月16日（26歳）
②大阪府 ③印西中学校→成
田高校→日本大学 ④ニシ・
スポーツ

選手

藤川 健司

（ふじかわ  けんじ） 男
①昭和59年7月7日（22歳）
②徳島県 ③穴吹中学校→脇
町高校→筑波大学（4年）
④筑波大学

選手

仲元 紀清

（なかもと  きせい） 男
①昭和60年7月10日（21歳）
②沖縄県 ③北谷中学校→中
部商業→福岡大学（3年）
④福岡大学

選手

畑瀨 聡

（はたせ  さとし） 男
①昭和57年12月18日（23歳）
②佐賀県 ③福岡市立多々良
中学校→博多工業高校→日本
大学 ④群馬綜合ガードシス
テム

選手

室伏 広治

（むろふし  こうじ） 男
①昭和49年10月8日（32歳）
②静岡県 ③豊田市立保見中
学校→成田高校→中京大学→
中京大学大学院 ④ミズノ
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陸上競技
ATHLETICS
選手

土井 宏昭

陸上競技

（どい  ひろあき） 男
①昭和53年12月2日（27歳）
②茨城県 ③森埜中学校→東
京学館総合技術高校→中京大
学 ④ファイテン

選手

村上 幸史

（むらかみ  ゆきふみ） 男
①昭和54年12月23日（26歳）
②愛媛県 ③生名中学校→今
治明徳→日本大学 ④スズキ

選手

田中 宏昌

（たなか  ひろまさ） 男
①昭和56年9月28日（25歳）
②山口県 ③大畠中学校→高
水高校→日本大学 ④モンテ
ローザ

選手

大崎 悟史

（おおさき  さとし） 男
①昭和51年6月4日（30歳）
②富山県 ③大浜中学校→清
風学園→山梨学院大学
④NTT西日本

選手

入船 敏

（いりふね  さとし） 男
①昭和50年12月14日（30歳）
②鹿児島県 ③伊集院中学校
→鹿児島商業高校 ④カネボ
ウ

選手

石田 智子

（いしだ  ともこ） 女
①昭和52年5月12日（29歳）
②東京都 ③新座市立第六中
学校→伊奈学園総合高校→埼
玉大学 ④長谷川体育施設
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選手

信岡 沙希重

（のぶおか  さきえ） 女
①昭和52年8月24日（29歳）
②東京都 ③桶川東中学校→
伊那学園総合高校→早稲田大
学 ④ミズノ

選手

吉田 真希子

（よしだ  まきこ） 女
①昭和51年7月16日（30歳）
②福島県 ③安積中学校→安
積女子高校→福島大学 ④ナ
チュリル

選手

北風 沙織

（きたかぜ  さおり） 女
①昭和60年4月3日（21歳）
②北海道 ③江別市立大麻中
学校→恵庭北高校→浅井学園
大学（3年） ④浅井学園大学

選手

中村 宝子

（なかむら  たからこ） 女
①昭和63年10月3日（18歳）
②静岡県 ③高台中学校→浜
松西高校（3年） ④浜松西高
校

選手

丹野 麻美

（たんの  あさみ） 女
①昭和60年9月25日（21歳）
②福島県 ③知吹中学校→郡
山東高校→福島大学（3年）
④福島大学

選手

竹内 昌子

（たけうち  まさこ） 女
①昭和57年1月30日（24歳）
②秋田県 ③東部町立東部中
学校→佐久長聖高校→福島大
学 ④秋田ゼロックス

陸上競技
ATHLETICS
選手

高橋 萌木子

選手

木田 真有

（きだ  まゆ） 女
①昭和57年9月14日（24歳）
②北海道 ③帯広緑園中学校
→帯広南商業高校→福島大学   
④北海道ハイテクAC

選手

久保倉 里美

（くぼくら  さとみ） 女
①昭和57年4月27日（24歳）
②北海道 ③旭川市立緑ヶ丘
中学校→旭川北高校→福島大
学 ④新潟アルビレックスラ
ンニングクラブ

選手

杉森 美保

（すぎもり  みほ） 女
①昭和53年4月14日（28歳）
②三重県 ③土屋中学校→星
野女子高校→東京学芸大学
④京セラ

選手

吉川 美香

（よしかわ  みか） 女
①昭和59年9月16日（22歳）
②神奈川県 ③相模原市立麻
溝台中学校→荏田高校 ④パ
ナソニック

選手

小林 祐梨子

（こばやし  ゆりこ） 女
①昭和63年12月12日（17歳）
②兵庫県 ③小野市旭丘中学
校→須磨学園高校（3年）
④須磨学園高校

福士 加代子

（ふくし  かよこ） 女
①昭和57年3月25日（24歳）
②青森県 ③板柳町立中学校
→五所川原工業高校 ④ワコ
ール

陸上競技

（たかはし  ももこ） 女
①昭和63年11月16日（18歳）
②埼玉県 ③早稲田中学校→
埼玉栄高校（3年） ④埼玉栄
高校

選手

選手

杉原 加代

（すぎはら  かよ） 女
①昭和58年2月24日（23歳）
②島根県 ③三刀屋中学校→
出雲商業高校 ④パナソニッ
ク

選手

大南 博美

（おおみなみ  ひろみ） 女
①昭和50年11月15日（31歳）
②福井県 ③三方中学校→美
方高校 ④トヨタ車体

選手

川﨑 真裕美

（かわさき  まゆみ） 女
①昭和55年5月10日（26歳）
②茨城県 ③笠間東中学校→
下館第二高校 ④海老澤製作
所

選手

坂倉 良子

（さかくら  りょうこ） 女
①昭和51年5月9日（30歳）
②大阪府 ③守口市立第三中
学校→大阪成蹊女子高→国士
舘大学 ④登利平AC

選手

青山 幸

（あおやま  みゆき） 女
①昭和52年1月4日（29歳）
②大阪府 ③淀中学校→夙川
学院高校→中京女子大学
④大阪陸協
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陸上競技
ATHLETICS
選手

池田 久美子

陸上競技

（いけだ  くみこ） 女
①昭和56年1月10日（25歳）
②山形県 ③酒田第三中学校
→仙台育英高校→福島大学
④スズキ

選手

花岡 麻帆

（はなおか  まほ） 女
①昭和51年8月3日（30歳）
②千葉県 ③船橋市立小室中
学校→成田高校→順天堂大学   
④OFFICE24

選手

錦織 育子

（にしこおり  いくこ） 女
①昭和55年1月5日（26歳）
②島根県 ③平田中学校→平
田高校→早稲田大学 ④三慶
サービス㈱

選手

綾 真澄

（あや  ますみ） 女
①昭和55年1月1日（26歳）
②香川県 ③白峰中学校→飯
山高校→中京大学 ④丸善工
業

選手

室伏 由佳

（むろふし  ゆか） 女
①昭和52年2月11日（29歳）
②静岡県 ③保見中学校→市
邨学園→中京大学 ④ミズノ

選手

海老原 有希

（えびはら  ゆき） 女
①昭和60年10月28日（21歳）
②栃木県 ③上三川中学校→
真岡女子高校→国士舘大学（3
年） ④国士舘大学
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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（29歳）
②滋賀県 ③長岡第二中学校
→洛北高校→中京大学 ④日
本保育サービス

選手

小幡 佳代子

（おばた  かよこ） 女
①昭和46年9月18日（35歳）
②神奈川県 ③土沢中学校→
秦野高校→筑波大学 ④アコ
ム

選手

嶋原 清子

（しまはら  きよこ） 女
①昭和51年12月22日（29歳）
②山口県 ③大島中学校→高
水高校→国士舘大学 ④資生
堂

