
第9回アジア室内陸上競技選手権大会 日本代表選手
大会期間：2月12日（水）～13日（木）
場所：中国・杭州

【男子22名】

No. 種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 生年月日

1 60m 多田 修平 タダ・シュウヘイ 大阪 住友電工 1996/6/24
2 60m 白石 黄良々 シライシ・キララ 東京 セレスポ 1996/5/31
3 400m 河内 光起 カワウチ・ミツキ 滋賀 近畿大学 1997/6/2
4 800m 川元 奨 カワモト・ショウ 静岡 スズキ浜松AC 1993/3/1
5 800m クレイアーロン 竜波 クレイアーロン・タツナミ 神奈川 相洋高校 2002/3/25
6 1500m 戸田 雅稀 トダ・マサキ 東京 サンベルクス 1993/6/21
7 1500m 館澤 亨次 タテザワ・リョウジ 神奈川 東海大学 1997/5/16
8 3000m 松枝 博輝 マツエダ・ヒロキ 千葉 富士通 1993/5/20
9 3000m 服部 弾馬 ハットリ・ハズマ 愛知 トーエネック 1995/2/7
10 60mH 泉谷 駿介 イズミヤ・シュンスケ 神奈川 順天堂大学 2000/1/26
11 60mH 金井 大旺 カナイ・タイオウ 福井 ミズノ 1995/9/28
12 走高跳 戸邉 直人 トベ・ナオト 東京 JAL 1992/3/31
13 走高跳 衛藤 昂 エトウ・タカシ 三重 味の素AGF 1991/2/5
14 棒高跳 山本 聖途 ヤマモト・セイト 愛知 トヨタ自動車 1992/3/11
15 棒高跳 江島 雅紀 エジマ・マサキ 神奈川 日本大学 1999/3/6
16 走幅跳 城山 正太郎 シロヤマ・ショウタロウ 北海道 ゼンリン 1995/3/6
17 走幅跳 山川 夏輝 ヤマカワ・ナツキ 東京 東武トップツアーズ 1995/7/24
18 三段跳 山本 凌雅 ヤマモト・リョウマ 東京 JAL 1995/7/14
19 三段跳 山下 祐樹 ヤマシタ・ユウキ 茨城 茨城陸協 1995/11/9
20 砲丸投 中村 太地 ナカムラ・ダイチ 茨城 ミズノ 1993/1/15
21 七種競技 右代 啓祐 ウシロ・ケイスケ 東京 国士舘クラブ 1986/7/24
22 七種競技 中村 明彦 ナカムラ・アキヒコ 静岡 スズキ浜松AC 1990/10/23

【女子22名】

No. 種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 生年月日

1 60m 土井 杏南 ドイ・アンナ 東京 JAL 1995/8/24
2 60m 湯淺 佳那子 ユアサ・カナコ 広島 日本体育大学 1997/5/23
3 400m 青山 聖佳 アオヤマ・セイカ 大阪 大阪成蹊AC 1996/5/1
4 400m 髙島 咲季 タカシマ・サキ 神奈川 相洋高校 2002/2/18
5 800m 川田 朱夏 カワタ・アヤカ 大阪 東大阪大学 1999/8/22
6 800m 塩見 綾乃 シオミ・アヤノ 京都 立命館大学 1999/11/26
7 1500m 卜部 蘭 ウラベ・ラン 東京 東京陸協 1995/6/16

1500m
3000m

9 3000m 廣中 璃梨佳 ヒロナカ・リリカ 東京 日本郵政グループ 2000/11/24
10 60mH 木村 文子 キムラ・アヤコ 広島 エディオン 1988/6/11
11 60mH 紫村 仁美 シムラ・ヒトミ 福島 東邦銀行 1990/11/8
12 走高跳 竹内 萌 タケウチ・モエ 埼玉 大東文化大学 1998/8/19
13 棒高跳 那須 眞由 ナス・マユ 兵庫 RUN JOURNEY 1996/5/6
14 棒高跳 竜田 夏苗 タツタ・カナエ 神奈川 ニッパツ 1992/7/21
15 走幅跳 秦 澄美鈴 ハタ・スミレ 兵庫 シバタ工業 1996/5/4
16 走幅跳 中野 瞳 ナカノ・ヒトミ 茨城 和食山口 1990/11/23
17 三段跳 森本 麻里子 モリモト・マリコ 東京 内田建設AC 1995/3/17
18 三段跳 剱持 早紀 ケンモチ・サキ 山梨 長谷川体育施設 1994/8/16
19 砲丸投 太田 亜矢 オオタ・アヤ 福岡 福岡大学クラブ 1995/4/13
20 砲丸投 髙橋 由華	 タカハシ・ユカ 新潟 九州共立大学 1997/6/1
21 五種競技 山﨑 有紀 ヤマサキ・ユキ 静岡 スズキ浜松AC 1995/6/6
22 五種競技 ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル・メグ 東京 アトレ 1996/5/23

8 田中 希実 タナカ・ノゾミ 兵庫 1999/9/4豊田織機TC


