
【役員】 2013年5月22日

役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 勤務先 年齢 出身大学 備考

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 金子今朝秋 ｶﾈｺ ｹｻﾄｷ 日本学生陸上競技連合 67 順天堂大学 日本学連強化委員長

監督 伊東　輝雄 ｲﾄｳ ﾃﾙｵ 京都産業大学 67 国士舘大学 日本学連強化副委員長

総務 山下　　誠 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺﾄ 玉川大学 50 筑波大学 日本学連強化委員

コーチ 礒　　繁雄 ｲｿ ｼｹﾞｵ 早稲田大学 53 早稲田大学 日本学連強化委員

コーチ 栗山　佳也 ｸﾘﾔﾏ ﾖｼﾅﾘ 大阪体育大学 57 筑波大学 日本学連強化委員

コーチ 安井　年文 ﾔｽｲ ﾄｼﾌﾐ 青山学院大学 46 筑波大学 日本学連強化委員

コーチ 米田　勝朗 ﾖﾈﾀﾞ ｶﾂﾛｳ 名城大学 45 日本体育大学 日本学連強化委員

コーチ 十倉みゆき ﾄｸﾗ ﾐﾕｷ 立命館大学 40 立命館大学 日本学連強化委員

コーチ 清水　茂幸 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾕｷ 岩手大学 52 筑波大学 岩手大学陸上競技部監督

コーチ 図子　浩二 ｽﾞｼ ｺｳｼﾞ 筑波大学 49 筑波大学 筑波大学陸上競技部監督

コーチ 小栗　　忠 ｵｸﾞﾘ ﾀﾀﾞｼ 中央大学 35 中央大学 中央大学陸上競技部監督

ドクター 蒲原　一之 ｶﾏﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 筑波大学 48 筑波大学 日本学連医事委員長

ﾄﾚｰﾅｰ 眞鍋　芳明 ﾏﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 国際武道大学 35 筑波大学 日本学連医事委員

ﾄﾚｰﾅｰ 加藤　　基 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 帝京大学 31 筑波大学 日本学連医事委員

ﾄﾚｰﾅｰ 阿部美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ T.S Serve Trainer Team 34 筑波大学 日本陸連トレーナー委員

【男子】

種目 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学 学年 自己最高記録 主要競技会、国際大会の成績

短距離 山縣　亮太 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 慶應義塾大学 3 10.07
ロンドン五輪100m、4×100mR代表

2012日本選手権100m3位
深圳ユニバーシアード200m代表

短距離 与那国　塁 ﾖﾅｸﾞﾆ ﾙｲ 中京大学 2 10.36 2012日本ジュニア100m6位

短距離 飯塚　翔太 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 中央大学 4 20.21

ロンドン五輪200m、4×100mR代表
2012日本選手権200m2位
200m日本学生記録保持者

深圳ユニバーシアード200m代表
2012日本IC100m優勝

短距離 橋元　晃志 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ 早稲田大学 1 20.35 2012日本ジュニア100m、200m優勝

短距離 木村　　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 中央大学 4 46.00 2012日本学生個人400m2位(大会新)

短距離 山﨑　謙吾 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｺﾞ 日本大学 3 46.17 2012日本IC400m3位

短距離 原　　洋介 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 日本大学 3 20.96 2012関東IC200m20秒96

中距離 川元　　奨 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ 日本大学 3 1.46.89
2012世界ジュニア800m代表

800mジュニア日本記録保持者
2012日本IC800m優勝

長距離 村山　謙太 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 駒澤大学 3 28.14.27 2011日本IC5000m優勝

長距離 服部　翔大 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ 日本体育大学 4 28.22.79 2012関東IC5000m3位

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 中村　匠吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 駒澤大学 3 1.02.41 2013学生ﾊｰﾌ優勝

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 蛯名　聡勝 ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ 帝京大学 4 1.02.23 2013学生ﾊｰﾌ2位、2012学生ﾊｰﾌ優勝

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 山岸　宏貴 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｷ 上武大学 4 1.02.51 2013学生ﾊｰﾌ3位

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 設楽　悠太 ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ 東洋大学 4 1.01.48 2012世界大学ｸﾛｶﾝ2位

障害 大室　秀樹 ｵｵﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ 筑波大学 M1 13.54
2012日本IC110mH2位

2012日本学生個人110mH優勝(大会新)

障害 記野　友晴 ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ 福岡大学 M2 49.57 2012日本IC400mH3位

障害 野澤　啓佑 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 早稲田大学 4 49.15 2012日本IC400mH優勝

競歩 高橋　英輝 ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ 岩手大学 3 1.20.25
2013日本選手権20km競歩4位
2013日本学生20km競歩優勝

跳躍 戸邉　直人 ﾄﾍﾞ ﾅｵﾄ 筑波大学 4 2m25
深圳ユニバーシアード走高跳代表

2012日本IC走高跳優勝

跳躍 山本　聖途 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾄ 中京大学 4 5m74

ロンドン五輪棒高跳代表
2012日本選手権棒高跳優勝
棒高跳日本学生記録保持者
棒高跳室内日本記録保持者

2012日本IC棒高跳優勝

投てき 堤　　雄司 ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ 国士舘大学 M2 58m84
2012日本選手権円盤投優勝
円盤投日本学生記録保持者

2012日本IC円盤投優勝

投てき ディーン元気 ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ 早稲田大学 4 84m28

ロンドン五輪やり投代表
深圳ユニバーシアードやり投代表

2012日本選手権やり投優勝
やり投日本学生記録保持者

やり投ジュニア日本記録保持者

投てき 新井　涼平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 国士舘大学 4 78m21
2012日本選手権やり投3位
2012日本ICやり投優勝

【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

長距離 荘司　麻衣 ｼｮｳｼﾞ ﾏｲ 中京大学 2 15.37.55 2012日本IC5000m2位

長距離 鈴木亜由子 ｽｽﾞｷ ｱﾕｺ 名古屋大学 4 15.33.47
2013世界ｸﾛｶﾝ代表

2012日本IC5000m優勝

長距離 津田　真衣 ﾂﾀﾞ ﾏｲ 立命館大学 3 32.54.25 2012日本IC10000m3位

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 上野　泰加 ｳｴﾉ ﾔｽｶ 筑波大学 4 1.11.30 2013学生ﾊｰﾌ優勝

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 三井　綾子 ﾐﾂｲ ｱﾔｺ 立命館大学 4 1.12.22 2013学生ﾊｰﾌ2位、2012学生ﾊｰﾌ2位

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 奥野有紀子 ｵｸﾉ ﾕｷｺ 京都産業大学 3 1.12.58 2013学生ﾊｰﾌ3位

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 鈴木ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 玉川大学 3 1.13.05 2013学生ﾊｰﾌ4位

競歩 前田　浩唯 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｲ 立命館大学 4 1.32.25
2013日本選手権20km競歩3位
2013日本学生20km競歩優勝

投てき 髙橋　亜弓 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 筑波大学 M2 54m22
2012日本選手権円盤投3位
2012日本IC円盤投優勝

第27回ユニバーシアード競技大会（2013/カザン）　陸上競技　役員・代表選手


