
■開催日程：2023年2月10日（金）～2月12日（日）

■開催場所：アスタナ（カザフスタン）

【男子：16名】

NO. 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日

1 60m 鈴木 涼太 スズキ リョウタ スズキ 静岡 1999年06月25日

2 薄田 健太郎 ウスダ ケンタロウ 筑波大学 神奈川 1999年03月22日

3 金子 魅玖人(◆) カネコ ミクト 中央大学 千葉 2001年11月06日

4 飯澤 千翔 イイザワ カズト 東海大学 神奈川 2001年02月02日

5 荒井七海 アライ ナナミ Honda 埼玉 1994年12月26日

6 坂東 悠汰 バンドウ ユウタ 富士通 千葉 1996年11月21日

7 佐藤 圭汰(★) サトウ ケイタ 駒澤大学 京都 2004年01月22日

8 石川 周平 イシカワ シュウヘイ 富士通 東京 1995年05月29日

9 野本 周成 ノモト シュウセイ 愛媛陸協 愛媛 1995年10月25日

10 赤松 諒一 アカマツ リョウイチ アワーズ 岐阜 1995年05月02日

11 瀬古 優斗 セコ ユウト 滋賀陸協 滋賀 1998年03月16日

12 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 富士通 東京 1999年01月23日

13 山川 夏輝 ヤマカワ ナツキ 佐賀スポ協 佐賀 1995年07月24日

14 三段跳 伊藤 陸(◆) イトウ リク 近畿大工業高専 三重 2001年01月16日

15 奥田 啓祐 オクダ ケイスケ 第一学院高教 東京 1996年10月23日

16 丸山 優真 マルヤマ ユウマ 住友電工 大阪 1998年06月03日

【女子：14名】

NO. 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日

1 60m 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ 土木管理総合 長野 1995年12月23日

2 800m 塩見 綾乃 シオミ アヤノ 岩谷産業 大阪 1999年11月26日

3 後藤 夢 ゴトウ ユメ 豊田自動織機 愛知 2000年02月25日

4 卜部 蘭 ウラベ ラン 積水化学 東京 1995年06月16日

5 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ JP日本郵政G 東京 2000年11月24日

6 山本 有真 ヤマモト ユマ 名城大学 愛知 2000年05月01日

7 青木 益未 アオキ マスミ 七十七銀行 宮城 1994年04月16日

8 清山 ちさと キヨヤマ チサト いちご 宮崎 1991年07月24日

9 秦 澄美鈴 ハタ スミレ シバタ工業 兵庫 1996年05月04日

10 髙良 彩花(◆) コウラ アヤカ 筑波大学 兵庫 2001年03月22日

11 三段跳 森本 麻里子 モリモト マリコ 内田建設AC 東京 1995年03月17日

12 棒高跳 那須 眞由 ナス マユ KAGOTANI 兵庫 1996年05月06日

13 ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグ アトレ 東京 1996年05月23日

14 山﨑 有紀 ヤマサキ ユキ スズキ 静岡 1995年06月06日

※出場選手（★）はダイヤモンドアスリート  (◆)はライフスキルトレーニング受講生
※男子走幅跳に出場を予定していた橋岡優輝（富士通）は左大腿ハムストリングス痛のため出場辞退
※女子五種競技に出場を予定していたヘンプヒル恵（アトレ）は足部の痛みのため出場辞退

五種競技

800m
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日本代表選手
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3000m

60mハードル

※2023年1月31日現在

走幅跳

走高跳

七種競技

1500m

60mハードル

3000m

走幅跳



No. 氏名 日本陸上競技連盟内 役職

1 山崎 一彦 強化委員会 委員長

2 吉田 真希子
強化委員会

オリンピック強化コーチ

3 長谷川 重夫
強化委員会

オリンピック強化スタッフ

4 西出 仁明
強化委員会

オリンピック強化スタッフ

5 森長 正樹 強化委員会 ディレクター

6 海鋒 佳輝
強化委員会

オリンピック強化スタッフ

7 坂井 裕司

8 眞鍋 芳明
強化委員会

オリンピック強化コーチ

9 金子 晴香 医事委員会委員

10 塚原 由佳 医事委員会委員

11 砂川 祐輝 医事委員会トレーナー部部員

12 大桃 結花 医事委員会トレーナー部部員

13 早野 健太郎 医事委員会トレーナー部部員

14 大久保 拓磨

15 岩瀧 一生 事務局

16 石田 夢 事務局

順天堂大学

所属

ドイツ体育大学ケルン

株式会社Does

Feel B Momo

Well鍼灸整体

東京女子体育大学

順天堂大学

中京大学

シバタ工業

八千代松陰高等学校

日本大学

東海大学

豊田自動織機

混成コーチ

跳躍コーチ

跳躍コーチ

中・長距離コーチ

中・長距離コーチ

渉外/広報

渉外

渉外

トレーナー

【役員：16名】

アスタナ2023アジア室内陸上競技選手権大会

派遣役員

ヘッドコーチ

役職

短距離コーチ 東邦銀行

トレーナー

トレーナー

ドクター

ドクター

跳躍コーチ


