
 

                                        日本人招待選手一覧（2012 年 2 月 3 日） 

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

中川　文華 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ 朝霞第三中 2011ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3000m1位

青木　和 ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 多治見中 2011ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3000m3位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

鈴木　怜音 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 高田中 2011ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3000m1位

山口　竜矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 福山向丘中 2011ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3000m3位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

樋上　滝太朗 ﾋｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 須磨学園高 2011兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ5000m21位

勝亦　祐太 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾀ 西脇工業高 2011国体少年男子A5000m3位／高校総体5000m8位

中谷　圭佑 ﾅｶﾀﾆ ｹｲｽｹ 西脇工業高 2011日本ユース3000m10位

横手　健 ﾖｺﾃ ｹﾝ 作新学院高 2011国体少年男子A5000m1位／高校総体5000m4位

久保田　和真 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 九州学院高 2011国体少年男子A5000m2位／高校総体5000m6位

小山　裕太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 豊川工業高 2011国体少年男子A5000m7位／高校総体5000m7位

山中　秀仁 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 興国高 2011国体少年男子A5000m9位

廣田　雄希 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 西脇工業高 2011全国高校総体5000m12位

其田　健也 ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ 青森山田高 2011全国高校総体5000m9位

西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 伊賀白鳳高 2011国体少年男子A5000m6位

打越　雄允 ｳﾁｺｼ ﾕｳｽｹ 國學院久我山高 2011世界ユース3000m10位

小林　巧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高 2011千葉クロカンJr4000m1位／高校総体3000ｍSC1位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

福田　有以 ﾌｸﾀﾞ ﾕｲ 須磨学園高 2011世界ユース1500m7位／高校総体1500m1位

木村　友香 ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 筑紫女学園高 2011国体少年女子A3000m1位

榊原　美希 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｷ 浜北西高 2011国体少年女子A3000m2位

後閑　美由紀 ｺﾞｶﾝ ﾐﾕｷ 常磐高 2011国体少年女子A3000m3位

菅　華都紀 ｽｶﾞ ｶﾂｷ 興譲館高 2011世界ユース3000m6位

牧川　恵莉 ﾏｷｶﾜ ｴﾘ 星稜高 2011国体少年女子A3000m5位／高校総体3000m7位

武田　志帆 ﾀｹﾀﾞ ｼﾎ 常磐高 2011世界ユース1500m8位／高校総体1500m3位

矢野　栞理 ﾔﾉ ｼｵﾘ 北九州市立高 2012全国都道府県対抗女子駅伝1区区間7位

横江　里沙 ﾖｺｴ ﾘｻ 須磨学園高 2010国体少年女子B1500m1位

小林　美香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 須磨学園高 2011日本選手権1500m1位

清田　真央 ｷﾖﾀ ﾏｵ 中京大中京高 2011国体少年女子A3000m8位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

佐藤　悠基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 日清食品グループ 2011日本選手権10000m１位／世界陸上10000m19位

梅枝　裕吉 ｳﾒｶﾞｴ ﾋﾛﾖｼ ＮＴＮ 2011アジア選手権3000mSC6位

油布　郁人 ﾕﾌ ｲｸﾄ 駒澤大 2011関東インカレ1500m1位

大迫　傑 ｵｵｻｺ ｽｸﾞﾙ 早稲田大 2011ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ10000m1位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

絹川　愛 ｷﾇｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ミズノ 2011日本選手権5000m1位/世界陸上10000m17位

斎藤　梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 新潟アルビレックスＲＣ 2011日本選手権3000mSC3位

九嶋　映莉子 ｸｼﾏ ｴﾘｺ 京都産業大 2011全日本インカレ10000m2位

鈴木　亜由子 ｽｽﾞｷ ｱﾕｺ 名古屋大 2011全日本インカレ5000m1位

桑城　奈苗 ｸﾜｼﾛ ﾅﾅｴ シスメックス 2011千葉クロカン8000m3位

高柳　恵 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾔ 松山大 2011全日本インカレ3000mSC1位

種目名 氏名 フリガナ 所属名 主な戦績

井野　洋 ｲﾉ ﾋﾛｼ 富士通 2011日本選手権1500m1位

村上　康則 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾉﾘ 富士通 2010日本選手権1500m1位

田村　大輔 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 自衛隊体育学校 2011全日本実業団1500m8位

松本　葵 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 大塚製薬 2011兵庫ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ3000mSC1位

武田　毅 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾖｼ スズキ浜松ＡＣ 2011日本選手権3000mSC1位

菊池　敦郎 ｷｸﾁ ｱﾂﾛｳ ＮＴＮ 2011全日本実業団3000mSC1位
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                                                 海外招待選手 プロフィール 

【ｼﾞｭﾆｱ男子 8km】 

WILLIAMS, Jack (Canada/CAN)  ウィリアムズ, ジャック（カナダ） 

生年月日 1993 年 7 月 4 日 

1500m 3.53.70／3000m 8.40.20 

カナダ XC 選手権ジュニアの部 19 位 

 

【ｼﾞｭﾆｱ女子 5km】 

BERNARD, Maria (Canada/CAN)  バーナード, マリア（カナダ） 

生年月日 1993 年 4 月 6 日 

1500m 4.31.63／3000m 9.46.93 

2011 世界 XC 選手権 ジュニア 61 位 

2011 カナダジュニア選手権 3000m 優勝 

 

【一般女子 8km】 

DULIBA , Aliaksandra (Belarus/BLR) ドゥリバ,アリアクサンドラ（ベラルーシ） 

生年月日 1986 年 1 月 9 日 

1500m(indoor) 4.20.10／3000m(indoor) 9.16.84／5000m 16.17.45 

2010 ベラルーシ XC 選手権 2 位 

 

GAMERA-SHMYRKO, Tetiana (Ukraine/UKR)  ガメラ・シミルコ, タチアナ（ウクライナ） 

生年月日 1983 年 6 月 1 日 

3000m 9.32.06／5000m 16.16.55 

2012 大阪国際女子マラソン 2 位 

2011 世界選手権テグ大会マラソン 15 位 

2010 ウクライナ XC 選手権 2 位 

 

LA BEAUD, Natasha (United States of America/USA)  ラボード, ナターシャ（アメリカ） 

生年月日 1987 年 8 月 5 日 

3000m 9.25／10000m 33.34 

 

ALMEIDA, Rafaela (Portugal/POR)  アルメイダ, ラフェエラ （ポルトガル） 

生年月日 1983 年 11 月 10 日   

9km 29.51 (2010) 

 

MARTINHO, Carla (Portugal/POR)  マルティーニョ, カルラ（ポルトガル） 

生年月日 1976 年 11 月 4 日 

3km 9.29 (2007)／ 10 ㎞ 33.44 (2006) 


