
第98回日本陸上競技選手権大会（混成競技） 
兼 第17回アジア競技大会（2014/仁川）代表選手選考競技会
期日：2014年5月31日(土)～6月1日(日)
場所：長野県・長野市営陸上競技場

エントリー選手一覧

男子十種競技　18名
№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 資格記録
1 右代　啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ スズキ浜松AC 静　岡 8143
2 中村　明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ スズキ浜松AC 静　岡 7794
3 川崎　和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ 順天堂大 兵　庫 7506
4 清水　剛士 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 中京大 三　重 7413
5 篠原　貴好 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 関西学院大 兵　庫 7406
6 音部　拓仁 ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 富士通 埼　玉 7381
7 辻井　亮太 ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ アラキスポーツ 京　都 7369
8 染谷　幸喜 ｿﾒﾔ ｺｳｷ Team Accel 千　葉 7333
9 谷　浩二朗 ﾀﾆ ｺｳｼﾞﾛｳ 筑波大 兵　庫 7316
10 武内　勇一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ 東京学芸大 富　山 7147
11 平松　忠浩 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ アルプロン製薬 島　根 7058
12 能登谷　雄太 ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ニューモード 東　京 7039
13 金子　信 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ニューモード 東　京 6991
14 坂本　都志記 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｷ 鹿屋体育大 福　岡 6899
15 森本　公人 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ 京都教育大 京　都 6856
16 三村　瑞樹 ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東京学芸大 長　野 6740 *
17 村中　智彦 ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 順天堂大 長　野 6509 *
18 小宮山　彦毅 ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 東京学芸大 長　野 6468 *

女子七種競技　21名
№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 資格記録
1 桐山　智衣 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ モンテローザ 東　京 5564
2 竹原　史恵 ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｴ 長谷川体育施設 茨　城 5417
3 中田　有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 日本保育サービス 愛　知 5356
4 冨山　朝代 ﾄﾐﾔﾏ ｱｻﾖ 東大阪市陸協 大　阪 5315
5 西村　莉子 ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 立命館大 兵　庫 5211
6 伊藤　明子 ｲﾄｳｱｷｺ 筑波大 東　京 5177
7 松原　恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 筑波大 奈　良 5139
8 山岡　未与 ﾔﾏｵｶ ﾐﾄ 東大阪大 大　阪 5099
9 宇都宮　絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 園田学園女子大 兵　庫 5097
10 高瀬　怜奈 ﾀｶｾ ﾚﾅ 熊本大 熊　本 5054
11 諏訪間　恵美 ｽﾜﾏ ｴﾐ 国士舘大 神奈川 5047
12 木村　実希子 ｷﾑﾗ ﾐｷｺ 国際武道大 埼　玉 5014
13 高須賀　眞子 ﾀｶｽｶ ﾏｺ 東京学芸大 愛　媛 5007
14 山口　真未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 筑波大 茨　城 4934
15 河﨑　梓穂璃 ｶﾜｻｷ ｼｵﾘ 中京大 愛　知 4920
16 田中　みのり ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ トヨタ自動車 愛　知 4909
17 荻原　佑梨 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾘ 鹿屋体育大 鹿児島 4874
18 村上　結花 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 東京女子体育大AC 東　京 4779
19 佐藤　静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医療福祉大 長　野 4551 *
20 川上　美葉 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 国士舘大 長　野 4504 *
21 大日方　紗愛 ｵﾋﾞﾅﾀｻｴ 中京大 長　野 4256 *

* 開催地推薦選手



第30回日本ジュニア陸上競技選手権大会（混成競技）
兼 第15回世界ジュニア陸上選手権大会（ユージーン/2014）代表選手選考競技会
期日：2014年5月31日(土)～6月1日(日)
場所：長野県・長野市営陸上競技場

エントリー選手一覧

男子十種競技　18名
№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 資格記録
1 阿部　誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 国際武道大 宮　城 6582
2 黒田　貴稔 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾄｼ びわこ成蹊スポーツ大 静　岡 6114
3 片山　和也 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 中京大 岡　山 6049
4 富田　佳輝 ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 順天堂大 千　葉 6018
5 塚本　義貴 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｷ 日本体育大 群　馬 5951
6 西村　啓佑 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 中京大 三　重 5909
7 岡田　英希 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国際武道大 長　野 5901
8 安形　響介 ｱｶﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 大阪体育大 大　阪 5831
9 富田　巧哉 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ 東京学芸大 東　京 5825
10 平林　卓磨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 中京大 愛　知 5817
11 大園　佑 ｵｵｿﾞﾉ ﾀｽｸ 鹿屋体育大 佐　賀 5777
12 山本　拓朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 中京大 北海道 5774
13 坂口　透 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 大阪体育大 石　川 5774
14 田代　健人 ﾀｼﾛ ｹﾝﾄ 東海大 群　馬 5747
15 久保　敬寛 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京学芸大 鹿児島 5712
16 乾　大輔 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ 関西学院大 京　都 5595
17 前三盛　敦貴 ﾏｴﾐﾂﾓﾘ ｱﾂｷ 筑波大 沖　縄 5588
18 宮崎　晃一 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 神戸大 奈　良 5506

女子七種競技　6名
№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 登録陸協 資格記録
1 澤田　珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 白梅学園高 東　京 5091
2 佐藤　有沙 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 中京大 大　阪 4813
3 高橋　このか ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ 白梅学園高 東　京 4784
4 山根　芽衣 ﾔﾏﾈ ﾒｲ 国士舘大 三　重 4761
5 速水  舞 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾏｲ 都立駒場高 東　京 4662
6 吉村　彩加 ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野高 長　野 4097 *

　* 開催地推薦選手


