
シレジア 2021 世界リレー 日本代表選手 

大会期間：2021 年 5 月 1 日（土）、2 日（日） 

場  所：シレジア（ポーランド） 

 

 

＜男子＞ 

■男子 4☓100mR 

No 氏名 フリガナ 陸協 所属 生年月日 

1 坂井 隆一郎 サカイ リュウイチロウ 大阪 大阪ガス 1998/3/14 

2 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 群馬 
東京農業大学
第二高等学校 

2003/7/25 

3 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 静岡 城西大学 1999/6/25 

4 水久保 漱至 ミズクボ ソウシ 栃木 第一酒造 1999/3/1 

5 樋口 一馬 ヒグチ カズマ 東京 MINT TOKYO 1999/4/1 

補欠 草野 誓也 クサノ セイヤ 千葉 Accel 1988/1/13 

補欠 デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ 長野 東海大学 1999/10/7 

補欠 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ 埼玉 東洋大学 1999/4/17 

 

 

■男子 4☓400mR/混合 4☓400mR 

No 氏名 フリガナ 陸協 所属 生年月日 

1 ウォルシュ ジュリアン ウォルシュ ジュリアン 埼玉 富士通 1996/9/18 

2 伊東 利来也 イトウ リクヤ 千葉 三菱マテリアル 1998/11/10 

3 池田 弘佑 イケダ コウスケ 鳥取 あすなろ会 1995/4/21 

4 板鼻 航平 イタハナ コウヘイ 千葉 Accel 1994/9/7 

5 佐藤 拳太郎 サトウ ケンタロウ 埼玉 富士通 1994/11/16 

6 川端 魁人 カワバタ カイト 三重 
鈴鹿市立創徳中
学校 

1998/8/17 

補欠 鈴木 碧斗 スズキ アオト 埼玉 東洋大学 2001/5/30 

補欠 小林 直己 コバヤシ ナオキ 東京 HULFT 1990/12/20 

補欠 小渕 瑞樹 オブチ ミズキ 群馬 登利平 AC 1997/2/19 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜女子＞ 

■女子 4☓100mR 

No 氏名 フリガナ 陸協 所属 生年月日 

1 兒玉 芽生 コダマ メイ 大分 福岡大学 1999/6/8 

2 鶴田 玲美 ツルタ レミ 鹿児島 
南九州ファミリ
ーマート 

1997/4/18 

3 青山 華依 アオヤマ ハナエ 大阪 甲南大学 2002/8/26 

4 齋藤 愛美 サイトウ アミ 岡山 大阪成蹊大学 1999/8/26 

5 石川 優 イシカワ ユウ 神奈川 青山学院大学 2002/11/17 

6 大石 沙也加 オオイシ サヤカ 東京 セレスポ 1991/3/11 

 

■女子 4☓400mR/混合 4☓400mR 

No 氏名 フリガナ 陸協 所属 生年月日 

1 青山 聖佳 アオヤマ セイカ 大阪 大阪成蹊 AC 1996/5/1 

2 松本 奈菜子 マツモト ナナコ 福島 東邦銀行 1996/9/3 

3 髙島 咲季 タカシマ サキ 神奈川 青山学院大学 2002/2/18 

4 川田 朱夏 カワタ アヤカ 大阪 東大阪大学 1999/8/22 

5 小林 茉由 コバヤシ マユ 東京 J.VIC 1996/11/10 

6 新宅 麻未 シンタク アサミ 東京 アットホーム 1994/3/8 

7 齋藤 愛美 サイトウ アミ 岡山 大阪成蹊大学 1999/8/26 

 

男子 11 名 女子 12名 合計 23名 

※補欠 6名 

※補欠選手は、上記代表選手を故障等で派遣できなかった場合のみ、現地に派遣される可能性がありま

す。 

 


