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≪男子100m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

1 塚原　直貴 富士通 2008オリンピック代表
2 小谷　優介 住友電工 2015関西実業団優勝
3 川面　聡大 ミズノ 2011世界選手権代表

101 長田　拓也 法政大学 2015ユニバーシアード代表
102 寺田　健人 中京大学 2015東海IC優勝
103 増田　拓巳 東海大学 2015日本学生個人2位

≪男子400m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

4 廣瀬　英行 富士通 2013世界選手権代表
5 田村　朋也 住友電工 2015関西実業団優勝
6 藤原　武 ニューモード 2007世界選手権代表

104 堀井　浩介 城西大学 2015関東IC2位
105 大西　絢也 関西学院大学 2015関西IC2位
106 東　魁輝 岐阜経済大学 2015日本学生個人優勝

≪男子800m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

7 横田　真人 富士通 2012オリンピック代表
8 新川　翔太 サンベルクス 2015東日本実業団3位
9 マロン　アジィズ航太 自衛隊体育学校 2015東日本実業団4位

107 戒田　規彰 関西大学 2015関西IC優勝
108 櫻井　大介 京都大学 2014日本IC優勝
109 新安　直人 順天堂大学 2015関東IC優勝

≪男子110mH≫
チーム No. 氏名 所属 備考

10 桐山　範大 関西電力 2015関西実業団優勝
11 和戸　達哉 和歌山県教育庁 2014全日本実業団2位
12 岩船　陽一 サンメッセ 2015中部実業団優勝
110 増野　元太 国際武道大学 2015ユニバーシアード代表
111 札場　大輝 国際武道大学 2014日本IC2位
112 鍵本　真啓 立命館大学 2015日本学生個人優勝

≪男子400mH≫
チーム No. 氏名 所属 備考

13 松下　祐樹 ミズノスポーツサービズ 2015日本選手権優勝
14 野澤　啓佑 ミズノ 2014全日本実業団3位
15 吉田　和晃 大阪ガス 2015アジア選手権銅メダル
113 松本　岳大 慶應義塾大学 2015関東IC優勝
114 大林　督享 近畿大学 2015関西IC2位
115 田辺　将大良 中央大学 2015日本学生個人優勝
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エントリー一覧
≪男子走高跳≫
チーム No. 氏名 所属 備考

16 髙張　広海 日立ＩＣＴ 2015アジア選手権代表
17 尾又　平朗 ミズノスポーツサービズ 2014全日本実業団優勝
18 元吉　雄基 ニューモード 2015東日本実業団3位
116 平松　祐司 筑波大学 2015世界選手権代表
117 大田　和宏 金沢星稜大学 2015北信越IC優勝
118 松本　修一 福岡大学 2015日本学生個人3位

≪男子三段跳≫
チーム No. 氏名 所属 備考

19 長谷川　大悟 日立ＩＣＴ 2015アジア選手権代表
20 花谷　昴 ニューモード 2015東日本実業団2位
21 岡部　優真 九電工 2015九州実業団優勝
119 阿比留　明久 福岡大学 2015日本学生個人優勝
120 佐脇　匠 愛知教育大学 2014日本学生個人優勝
121 犬井　亮介 筑波大学 2015関東IC2位

≪男子砲丸投≫
チーム 氏名 氏名 所属 備考

22 中村　太地 落合中教 2015東日本実業団3位
23 佐藤　征平 落合中教 2015東日本実業団2位
24 畑瀬　聡 群馬綜合ガードシステム 日本記録保持者
122 鈴木　愛勇 日本大学 2015関東IC優勝
123 筒井　崇広 日本大学 2015関東IC2位
124 村上　輝 国士舘大学 2015日本学生個人優勝

≪男子ハンマー投≫
チーム No. 氏名 所属 備考

25 野口　裕史 群馬綜合ガードシステム 2015日本選手権優勝
26 田中　透 岐阜県体育協会職 2015アジア選手権代表
27 赤穂　弘樹 鳥取県庁 2014日本選手権2位
125 名城　政臣 東海大学 2015関東IC2位
126 堀　健斗 順天堂大学 2015関東IC優勝
127 金原　裕太 京都産業大学 2015日本学生個人優勝
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≪女子100m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

1 北風　沙織 北海道ハイテク 2015アジア選手権代表
2 世古　和 乗馬クラブクレイン 2015東日本実業団2位
3 坂内　睦 RONDO SPORTS 2015東日本実業団5位

101 沖　佳織 愛知教育大学 2015東海IC優勝
102 塩谷　寛美 駿河台大学 2015関東IC2位
103 中村　水月 大阪成蹊大学 2015関西IC優勝

≪女子400m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

4 田中　千智 九電工 2015九州実業団優勝
5 長谷川　美里 オークワ 2015関西実業団2位
6 武石　この実 東邦銀行 2014全日本実業団3位

104 新宅　麻未 中央大学 2015日本学生個人優勝
105 青山　聖佳 大阪成蹊大学 2014アジア大会代表
106 吉見　美咲 大阪成蹊大学 2015日本学生個人4位

≪女子800m≫
チーム No. 氏名 所属 備考

7 岸川　朱里 長谷川体育施設 2014全日本実業団2位
8 沖田　真理子 新潟アルビレックスRC 2015北陸実業団優勝
9 真下　まなみ セレスポ 2014全日本実業団優勝

107 卜部　蘭 東京学芸大学 2015日本学生個人優勝
108 山田　はな 東京学芸大学 2015日本選手権優勝
109 北村　夢 日本体育大学 2014日本ジュニア優勝

≪女子110mH≫
チーム No. 氏名 所属 備考

10 紫村　仁美 三養基高校教 2015日本選手権優勝
11 高橋　麻実 新潟アルビレックスRC 2015北陸実業団優勝
12 野村　有香 北海道ハイテク 2015東日本実業団2位
110 青木　益未 環太平洋大学 2014アジア大会代表
111 田中　杏梨 甲南大学 2015日本選手権2位
112 安部　遥香 福島大学 2015日本学生個人2位

≪女子400mH≫
チーム No. 氏名 所属 備考

13 吉良　愛美 アットホーム 2015日本選手権優勝
14 芝田　陽香 ミズノスポーツサービズ 2015関西実業団優勝
15 田子　雅 ニシ・スポーツ 2015東日本実業団2位
113 藤原　未来 武庫川女子大学 2015関西IC優勝
114 梅原　紗月 立命館大学 2015日本学生個人3位
115 王子田　萌 立命館大学 2015日本学生個人2位
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2015オールスターナイト陸上
秩父宮賜杯第55回実業団・学生対抗陸上競技大会

エントリー一覧
≪女子走幅跳≫
チーム No. 氏名 所属 備考

16 平加　有梨奈 北海道ハイテク 2015アジア選手権代表
17 桐山　智衣 モンテローザ 2015東日本実業団2位
18 河村　仁美 周南市役所 2015中国実業団優勝
116 中川　秋奈 九州共立大学 2015九州IC優勝
117 水口　怜 東京学芸大学 2015関東IC優勝
118 辻本　愛莉香 大阪成蹊大学 2015日本学生個人優勝

≪女子円盤投≫
チーム No. 氏名 所属 備考

19 坂口　亜弓 S.T.T. 2015日本選手権優勝
20 中田　恵莉子 四国大学教職 2015アジア選手権代表
21 日下　望美 小美玉スポーツクラブ 2015東日本実業団優勝
119 藤森　夏美 順天堂大学 2015日本学生個人優勝
120 知念　莉子 筑波大学 2015関東IC2位
121 石井　明日夏 東京女子体育大学 2015日本学生個人2位

≪女子やり投≫
チーム 氏名 氏名 所属 備考

22 的場　葉瑠香 大阪ガス近畿 2015関西実業団優勝
23 宮下　梨沙 薫英女学院教 2015アジア選手権代表
24 助永　仁美 オークワ 2015日本選手権2位
122 山内　愛 大阪成蹊大学 2015ユニバーシアード代表
123 加藤　瑞生 京都教育大学 2015日本学生個人2位
124 當間　汐織 九州共立大学 2015日本学生個人優勝
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秩父宮賜杯第 55 回実業団・学生対抗陸上競技大会 

2015 オールスターナイト陸上 

海外オープン参加選手情報 
 

2015 世界選手権北京・男子走高跳オーストラリア代表 

ブランドン・スターク（BRANDON STARC） 

【国籍】    オーストラリア（AUS） 

【生年月日】  1993 年 11 月 24 日(21 歳） 

【種目】  男子走高跳 

【自己ベスト】 2m30（2015 年） 

【主な経歴】 

 2010 年 ユース五輪 2 位（2m19） 

 2012 年 世界ジュニア選手権 6 位（2m17） 

 2013 年 世界選手権モスクワ大会代表 

 2014 年 ゴールデン GP 東京 5 位（2m25） 

 2015 年 ゴールデン GP 川崎 8 位（2m15） 

 2015 年 オーストラリア選手権 優勝（2m28） 

 2015 年 世界選手権北京大会代表 

 

 

2015 世界選手権北京・女子 100m オーストラリア代表 

メリッサ・ブリーン（MELISSA BREEN） 

【国籍】    オーストラリア 

【生年月日】  1990 年 9 月 17 日(24 歳） 

【種目】  女子 100m 

【自己ベスト】 11 秒 11（2014 年） 

【主な経歴】 

 2008 年 世界ジュニア選手権代表 

 2010 年 コンチネンタルカップ 8 位（11 秒 58） 

 2012 年 ロンドンオリンピック代表 

 2013 年 世界選手権モスクワ大会代表 

 2014 年 コンチネンタルカップ 8 位（11 秒 75） 

 2014 年 ゴールデン GP 東京 2 位（11 秒 45） 

 2014 年 ゴールデン GP 川崎 5 位（11 秒 49） 

 2015 年 オーストラリア選手権 優勝（11 秒 26） 

 2015 年 世界選手権北京大会代表 



⽇本学⽣陸上競技連合

２０１５オールスターナイト陸上
秩父宮賜杯第55回実業団・学⽣対抗陸上競技⼤会

取材要項
(報道機関用)

－申請書に記入される前に、本要項を必ずご一読ください－

●大会に関するお問い合わせ先
【大会前】

公益社団法⼈⽇本学⽣陸上競技連合 事務局
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1丁目58-11 中沢ビル2F
TEL:03-5304-5542 FAX:03-5304-5569

【大会期間中】
報道受付(正面玄関前 15時から20時まで)



⽇本学⽣陸上競技連合

報道各位
報道取材に関するお願い

本大会の開催にあたり、報道関係の皆様に⽀障なく取材して頂くために、下記の要領にて
取材・報道体制を整えております。申し込みされた場合には、本取材要項の全ての内容に同
意したものとみなしますので、予めご了承ください。なお、取材に関しましてはスポーツ報
道を目的としている場合に限らせていただきます。また、大会運営及び競技進⾏に⽀障のな
いよう、競技役員の指示には必ず従ってください。指示に従っていただけず⽀障となるよう
な⾏為があったと判断した場合は退場していただく場合もございます。

１．取材申請について
(１)報道取材可能団体

⽇本新聞協会・⽇本雑誌協会・⽇本スポーツニュース協会・⽇本スポーツプレス協会・
⽇本外国特派員協会の各加盟社、陸上競技専門誌等、スポーツ報道を目的とするメディ
アに限る。

(２)申し込み方法
本要項に添付された取材申請書(報道用)による事前申請となります。
7月20⽇(月)までに、本法⼈事務局までFAXでお送りください。
※〆切後の申請、当⽇の申請は原則として受け付けません。期⽇までの申請にご協⼒く

ださい。

(３)申し込みから大会当⽇まで
申請が許可されましたら、公印を押した取材申請書をFAXで返送いたしますので、取材
当⽇に受付にてご提示ください。申請者が同時に入場できない場合、各自コピーを持参
いただき、受付にてご提示ください。
※7月21⽇(火)以降を予定しています。
※申請された機関名の実在を確認できない場合、取材申請をお断りさせていただきます。

２．大会当⽇の受付について
競技場正面玄関前の報道受付にて受付を⾏います。毎⽇受付時に、公印を押した取材申請
書コピー(FAXで返送したもの)と名刺１枚をご提示ください。記帳の上、ご入場いただ
きます。



⽇本学⽣陸上競技連合

３．取材について
(１)報道ＩＤ・ビブスの受け渡し

受付時に、以下のとおり報道ＩＤ及びビブスをお渡しいたします。写真・映像の撮影は、
ビブス着用者のみ可能ですので、取材活動中は必ず着用してください。
※報道ＩＤ・ビブスは、毎⽇返却していただきます。

(２)記者室について
①記者室をメインスタンド下(１００ｍフィニッシュ付近)に設置しております。

なお、インターネット回線の設備はございません。必要な方は各自でご用意ください。
②記者室での盗難等の被害につきまして主催者側では⼀切関知いたしませんので、貴重

品の管理にはご留意ください。
③記者室の利用時間は、競技終了後６０分とさせていただきます。

種別 報道ＩＤ ビブス

記者 無

スチール
(IN)

スチール
(OUT)

TV / ENG

記者
No. 000

⽇本学⽣陸上競技連合

PHOTO
IN - No. 000
⽇本学⽣陸上競技連合

PHOTO
OUT - No. 000
⽇本学⽣陸上競技連合

TV / ENG
No. 000

⽇本学⽣陸上競技連合



⽇本学⽣陸上競技連合

(３)取材エリアについて
○撮影取材

①三脚の使用は禁止です。手持ち又は⼀脚を使用して撮影をお願いいたします。
②フラッシュを用いた撮影は、ご遠慮ください。
③競技運営上、競技場内には撮影エリアを制限する場合があります。

許可されたエリアであっても、競技役員の指示には必ず従ってください。
○その他の取材

①原則として競技場外で⾏ってください。
ただし、スタンド・表彰者待機場所では可能です。

４．競技結果の配布について
競技結果(リザルト)は競技終了後速やかに発表し、記者室に設置のPC及びプリンターから
の閲覧・印刷が可能です。
Eメール等で競技結果(リザルト)の送付をご希望の方は、受付の際にその旨を申し出てい
ただき、ファイル送信先をお知らせください。

５．その他
(１)上記の内容につきましては、競技運営上の都合により大会当⽇も含め変更する場合が

ございます。その際は競技役員の指示に従ってください。
(２)本大会におきましては、会場設備の関係からミックスゾーンは設置しておりません。

競技者へのインタビュー等を希望される場合は、競技終了後に競技エリア外(競技場
外)または表彰者待機場所にてお願いいたします。

(３)その他、本大会に関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いいたします。

●大会に関するお問い合わせ先
【大会前】

公益社団法⼈⽇本学⽣陸上競技連合 事務局
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1丁目58-11 中沢ビル2F
TEL:03-5304-5542 FAX:03-5304-5569

【大会期間中】
報道受付(正面玄関前)



⽇本学⽣陸上競技連合
⽇本学⽣陸上競技連合 宛 ＦＡＸ︓０３－５３０４－５５６９

２０１５オールスターナイト陸上

取材申請書(報道機関用)

貴社名

住所

責任者氏名

責任者の所属 責任者の役職

連絡先電話番号

ＦＡＸ番号

当⽇連絡先
氏名

電話番号

↓取材希望者全員の氏名を記入の上、該当欄に○を付けてください。↓

取材希望者氏名 取材方法

1 記 者 スチール
IN / OUT

TV/ENG

2 記 者 スチール
IN / OUT

TV/ENG

3 記 者 スチール
IN / OUT

TV/ENG

4 記 者 スチール
IN / OUT

TV/ENG

5 記 者 スチール
IN / OUT

TV/ENG

事務局記入欄
■取材・撮影許可証
上記申請者の取材・撮影を許可します。

※申請者が同時に入場できない場合は、各自コピーを
報道受付にてご提示ください。

※なお、公印なきものは無効です。

２０１５ 年 ７ 月 ⽇

⽇本学⽣陸上競技連合 印


