
第22回アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手

大会期間：7月6日（木）～9日（日）

場所：ブバネーシュワル（インド）

■男子（27名）

種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日

100m 九鬼　巧 クキ　タクミ ＮＴＮ 三重 1992/5/18

200m 谷口　耕太郎 タニグチ　コウタロウ 凸版印刷 東京 1994/11/3

200m 原　翔太 ハラ　ショウタ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1992/7/18

400m 北川　貴理 キタガワ　タカマサ 順天堂大学 福井 1996/9/5

400m ウォルシュ　ジュリアン ウォルシュ　ジュリアン 東洋大学 埼玉 1996/9/18

800m 市野　泰地 イチノ　タイチ 新潟アルビレックスＲＣ 新潟 1992/10/30

800m 川元　奨 カワモト　ショウ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1993/3/1

1500m 井上　弘也 イノウエ　ヒロヤ 上武大学 兵庫 1995/7/4

長距離 3000mSC 山口　浩勢 ヤマグチ　コウセイ 愛三工業 愛知 1991/8/19

110mH 高山　峻野 タカヤマ　シュンヤ ゼンリン 神奈川 1994/9/3

110mH 矢澤　航 ヤザワ　ワタル デサントＴＣ 東京 1991/7/2

400mH 岸本　鷹幸 キシモト　タカユキ 富士通 東京 1990/5/6

400mH 小西　勇太 コニシ　ユウタ 住友電工 兵庫 1990/7/31

走高跳 中島　大輔 ナカジマ　ダイスケ 日本大学 栃木 1995/4/18

走高跳 髙張　広海 タカハリ ヒロミ 日立ＩＣＴ 神奈川 1987/11/13

棒高跳 江島　雅紀 エジマ　マサキ 日本大学 神奈川 1999/3/6

走幅跳 下野　伸一郎 シモノ　シンイチロウ 九電工 福岡 1990/10/10

走幅跳 城山　正太郎 シロヤマ　ショウタロウ ゼンリン 神奈川 1995/3/6

砲丸投 中村　太地 ナカムラ　ダイチ チームミズノ 東京 1993/1/15

砲丸投 畑瀨　聡 ハタセ　サトシ 群馬綜合ガードシステム 群馬 1982/12/18

円盤投 湯上　剛輝 ユガミ　マサテル トヨタ自動車 愛知 1993/4/14

円盤投 米沢　茂友樹 マイサワ　シゲユキ オリコ陸上部 東京 1993/1/19

ハンマー投 木村　友大 キムラ　ユウダイ 九州共立大学 京都 1996/10/19

ハンマー投 柏村　亮太 カシムラ　リョウタ ヤマダ電機 群馬 1991/8/13

やり投 長谷川　鉱平 ハセガワ　コウヘイ 福井陸協 福井 1990/1/1

十種競技 川崎　和也 カワサキ　カズヤ Ｔｅａｍ　ＡｃｃｅＬ 千葉 1992/9/2

十種競技 清水　剛士 シミズ　ツヨシ ＮＴＮ 三重 1993/12/21

■女子（32名）

種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日

100m 中村　水月 ナカムラ　ミヅキ 大阪成蹊大学 石川 1996/3/22

100m 前山　美優 マエヤマ　ミユ 新潟医療福祉大学 新潟 1996/2/21

4×100mR 西尾　香穂 ニシオ　カホ 甲南大学 大阪 1997/10/2

200m 市川　華菜 イチカワ　カナ ミズノ 愛知 1991/1/14

400m 青山　聖佳 アオヤマ　セイカ 大阪成蹊大学 島根 1996/5/1

短距離

短距離

中距離

ハードル

跳躍

投擲

混成



800m 大森　郁香 オオモリ　フミカ ロッテ 東京 1992/12/4

800m 池崎　愛里 イケザキ　アイリ 順天堂大学 広島 1998/6/22

1500m 陣内　綾子 ジンノウチ　アヤコ 九電工 福岡 1987/1/21

1500m 田中　希実 タナカ　ノゾミ 西脇工業高校 兵庫 1999/9/4

5000m 小井戸　涼 コイド　リョウ 日立 茨城 1997/9/19

10000m 松田　瑞生 マツダ　ミズキ ダイハツ 大阪 1995/5/31

10000m 堀　優花 ホリ　ユウカ パナソニック 神奈川 1996/6/13

3000mSC 佐藤　奈々 サトウ　ナナ スターツ 千葉 1989/9/24

100mH 紫村　仁美 シムラ　ヒトミ 東邦銀行 福島 1990/11/8

100mH 木村　文子 キムラ　アヤコ エディオン 広島 1988/6/11

400mH 青木　沙弥佳 アオキ　サヤカ 東邦銀行 福島 1986/12/15

400mH 吉良　愛美 キラ　マナミ アットホーム 東京 1991/10/23

走高跳 秦　澄美鈴 ハタ　スミレ 武庫川女子大学 大阪 1996/5/4

走高跳 仲野　春花 ナカノ　ハルカ 早稲田大学 福岡 1996/4/11

棒高跳 我孫子　智美 アビコ トモミ 滋賀レイクスターズ 滋賀 1988/3/17

棒高跳 竜田　夏苗 タツタ　カナエ ニッパツ 神奈川 1992/7/21

走幅跳 清水　珠夏 シミズ　タマカ 城北信用金庫 千葉 1991/6/22

三段跳 宮坂　楓 ミヤサカ　カエデ ニッパツ 神奈川 1992/12/12

砲丸投 太田　亜矢 オオタ　アヤ 福岡大学 福岡 1995/4/13

円盤投 中田　恵莉子 ナカタ　エリコ 四国大職 徳島 1992/9/18

ハンマー投 勝山　眸美 カツヤマ　ヒトミ オリコ陸上部 東京 1994/5/21

ハンマー投 渡邊　茜 ワタナベ　アカネ 丸和運輸機関 福岡 1991/8/13

やり投 宮下　梨沙 ミヤシタ　リサ 大体大Ｔ．Ｃ 大阪 1984/4/26

七種競技 ヘンプヒル　恵 ヘンプヒル　メグ 中央大学 京都 1996/5/23

七種競技 宇都宮　絵莉 ウツノミヤ　エリ 長谷川体育施設 兵庫 1993/4/11

※女子4×100ｍR、女子4×400ｍRはエントリー予定

大阪 1997/5/2

混成

桝見　咲智子 マスミ　サチコ 九電工 福岡 1984/12/20

投擲

砲丸投/円盤投 郡　菜々佳 コオリ　ナナカ 九州共立大学

中距離

長距離

ハードル

跳躍

走幅跳/三段跳


