
【役員】

役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 勤務先 年齢 出身大学 備考

監督 金子　今朝秋 カネコ　ケサトキ 順天堂大学 65 順天堂大学 社団法人日本学生陸上競技連合理事・強化委員長

総務 山下　誠 ヤマシタ　マコト 玉川大学 48 筑波大学 社団法人日本学生陸上競技連合強化委員

コーチ 伊東　輝雄 イトウ　テルオ 京都産業大学 65 国士舘大学 社団法人日本学生陸上競技連合理事・強化副委員長

コーチ 礒　繁雄 イソ　シゲオ 早稲田大学 51 早稲田大学 社団法人日本学生陸上競技連合強化委員

コーチ 吉岡　康典 ヨシオカ　ヤスノリ 中京大学 36 中京大学

コーチ 十倉　みゆき トクラ　ミユキ 立命館大学 38 立命館大学 社団法人日本学生陸上競技連合ロード競技対策委員

コーチ 青戸　慎司 アオト　シンジ 中京大学 44 中京大学 財団法人日本陸上競技連盟強化委員会ジュニア育成部短距離委員

ドクター 蒲原　一之 カマハラ　カズユキ 霞ヶ浦
医療センター 46 筑波大学 社団法人日本学生陸上競技連合医事委員長

トレーナー 眞鍋　芳明 マナベ　ヨシアキ 国際武道大学 33 筑波大学 社団法人日本学生陸上競技連合医事委員会トレーナー部員

トレーナー 加藤　基 カトウ　ハジメ 帝京大学 29 筑波大学 財団法人日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部委員

トレーナー 小沢　未菜 オザワ　ミナ 株式会社
リニアート 30 順天堂大学 財団法人日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部員

コーチ 米田　勝朗 ヨネダ　カツロウ 名城大学 43 日本体育大学 社団法人日本学生陸上競技連合ロード競技対策委員

コーチ 清水　茂幸 シミズ　シゲユキ 岩手大学 50 筑波大学 財団法人日本陸上競技連盟強化委員会競歩部幹事

【男子】

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学 学年 自己最高記録 　国際大会・国内主要競技会での実績

短距離 小谷　優介 コタニ　ユウスケ 立命館大学 4 10.28 日本選手権2位

短距離 川面　聡大 カワツラ　ソウタ 中央大学 4 10.34 日本選手権3位

短距離 飯塚　翔太 イイヅカ　ショウタ 中央大学 2 20.58 世界ジュニア（2010）優勝/日本選手権4位

短距離 山縣　亮太 ヤマガタ　リョウタ 慶應義塾大学 1 20.81 日本選手権6位

短距離 廣瀬　英行 ヒロセ　ヒデユキ 慶應義塾大学 4 45.84 ユニバーシアード（2009）出場/世界選手権（2009）出場

短距離 中野　弘幸 ナカノ　ヒロユキ 愛知教育大学 M1 46.23 日本選手権4位

短距離 堀江　新太郎 ホリエ　シンタロウ 立命館大学 3 10.46

長距離 油布　郁人 ユフ　イクト 駒澤大学 2 13.42.09

長距離 鎧坂　哲哉 ヨロイザカ　テツヤ 明治大学 4 28.34.12 日本選手権3位/世界大学クロカン優勝

長距離 大迫　傑 オオサコ　スグル 早稲田大学 2 28.35.75 世界ジュニア（2010）8位/日本選手権6位

障害 矢澤　航 ヤザワ　ワタル 法政大学 2 13.69 日本選手権優勝/世界ジュニア（2010）7位

障害 岸本　鷹幸 キシモト　タカユキ 法政大学 3 49.27 日本選手権優勝

障害 安部　孝駿 アベ　タカトシ 中京大学 2 49.46 世界ジュニア（2010）2位/日本選手権3位

跳躍 戸邊　直人 トベ　ナオト 筑波大学 2 2.24 日本選手権優勝/世界ジュニア（2010）3位

跳躍 笹瀬　弘樹 ササセ　ヒロキ 早稲田大学 4 5.50 日本選手権2位

投擲 ディーン　元気 ディーン　ゲンキ 早稲田大学 2 79.20 世界ジュニア（2010）3位

投擲 佐藤　寛大 サトウ　ノブヒロ 仙台大学 M1 77.76 日本選手権5位

ハーフ 出岐　雄大 デキ　タケヒロ 青山学院大学 3 1.04.26

ハーフ 矢澤　曜 ヤザワ　ヨウ 早稲田大学 4 1.03.31

ハーフ 攪上　宏光 カクアゲ　ヒロミツ 駒澤大学 3 1.02.34

ハーフ 早川　翼 ハヤカワ　ツバサ 東海大学 3
28.41.26
(10000m)

競歩 青野　大地 アオノ　ダイチ 山梨学院大学 4 1.25.31

【女子】

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学 学年 自己最高記録 国際大会

短距離 市川　華菜 イチカワ　カナ 中京大学 3 11.43 世界ジュニア（2010）8位/日本選手権2位

長距離 石橋　麻衣 イシバシ　マイ 佛教大学 4 15.35.38/32.37.25 日本選手権6位

長距離 田中　華絵 タナカ　ハナエ 立命館大学 4 32.27.56

障害 伊藤　愛里 イトウ　アイリ 関西大学 4 13.27 日本選手権2位

跳躍 髙武　華子 コウタケ　ハナコ 福岡大学 3 6.45 日本選手権2位

ハーフ 岩川　真知子 イワカワ　マチコ 立命館大学 4 33.30.59

ハーフ 小田切　亜希 オタギリ　アキ 名城大学 3 1:11.43

ハーフ 野村　沙世 ノムラ　サヨ 名城大学 4 1:11.54 ユニバーシアード（2009）3位

ハーフ 竹地　志帄 タケチ　シホ 佛教大学 3 33.20.44

競歩 岡田　久美子 オカダ　クミコ 立教大学 2 1:34.30 世界ジュニア（2010）3位
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