
トップアスリート部門 選考内容
赤穂弘樹（まなびや園） 日本選手権獲得者 男子ハンマー投
安部孝駿（ヤマダ電機） 世界陸上日本代表 男子400mH

日本選手権獲得者 男子400mH
天城陽太（中央大） 日本選手権獲得者 男子4×100mR
荒井七海（Honda） 日本記録 男子室内1マイル
新井涼平（スズキ浜松AC） 世界陸上日本代表 男子やり投

日本選手権獲得者 男子やり投
飯塚翔太（ミズノ） 世界陸上日本代表 男子4×400mR
池田向希（東洋大） 世界陸上日本代表 男子20kmW
泉谷駿介（順天堂大） 世界陸上日本代表 男子110mH
伊東利来也（早稲田大） 世界リレー日本代表 男女混合4×400mR

日本記録 男子4×200mR
日本選手権獲得者 男子4×400mR

井本佳伸（東海大） 世界リレー日本代表 男子4×400mR
ウォルシュジュリアン（富士通） 世界リレー日本代表 男子4×400mR

世界陸上日本代表 男子4×400mR
世界陸上日本代表 男子400m
日本選手権獲得者 男子400m

右代啓祐（国士舘クラブ） 世界陸上日本代表 男子十種競技
日本選手権獲得者 男子十種競技

江島雅紀（日本大） 世界陸上日本代表 男子棒高跳
日本選手権獲得者 男子棒高跳

衛藤昂（味の素AGF） 世界陸上日本代表 男子走高跳
遠藤日向（住友電工） 日本記録 男子5000m
大久保公彦（中央大） 日本選手権獲得者 男子4×100mR
勝木隼人（自衛隊体育学校） 世界陸上日本代表 男子50kmW
金井大旺（ミズノ） 世界リレー日本代表 男女混合シャトルハードルR

世界陸上日本代表 男子110mH
川内優輝（あいおいニッセイ同和損害保険） 世界陸上日本代表 男子マラソン
川上拓也（大阪ガス） 日本記録 男子室内60m
川野将⻁（東洋大） 日本記録 男子50kmW
北谷直輝（東海大） 世界リレー日本代表 男子4×400mR

世界リレー日本代表 男女混合4×400mR
桐生祥秀（日本生命） 世界リレー日本代表 男子4×100mR

世界陸上日本代表 男子100ｍ
世界陸上日本代表 男子4×100mR
日本記録 男子4×100mR

クレイアーロン⻯波（相洋⾼） 世界リレー日本代表 男女混合2×2×400ｍR
日本選手権獲得者 男子800m
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小池祐貴（住友電工） 世界リレー日本代表 男子4×100mR
世界陸上日本代表 男子100ｍ
世界陸上日本代表 男子200m
世界陸上日本代表 男子4×100mR

小久保友裕（早稲田大） 日本記録 男子4×200mR
日本選手権獲得者 男子4×400mR

小竹理恩（早稲田大） 日本選手権獲得者 男子4×400mR
阪⼝⻯平（東海大） 日本選手権獲得者 男子3000ｍSC
佐藤拳太郎（富士通） 世界リレー日本代表 男子4×400mR

世界陸上日本代表 男子4×400mR
佐藤凌（東日印刷） 世界陸上日本代表 男子走高跳
サニブラウンアブデルハキーム（フロリダ大） 世界陸上日本代表 男子100ｍ

世界陸上日本代表 男子4×100mR
日本記録 男子100ｍ
日本記録 男子4×100mR
日本記録 男子室内60m
日本選手権獲得者 男子100ｍ
日本選手権獲得者 男子200m

澤野大地（富士通） 世界陸上日本代表 男子棒高跳
⽩⽯⻩良々（セレスポ） 世界リレー日本代表 男子4×200mR

世界陸上日本代表 男子200m
世界陸上日本代表 男子4×100mR
日本記録 男子4×100mR

城山正太郎（ゼンリン） 世界陸上日本代表 男子走幅跳
日本記録 男子走幅跳

鈴木雄介（富士通） 世界陸上日本代表 男子50kmW
日本選手権獲得者 男子50kmW

瀬⼾⼝大地（山梨学院大） 日本記録 男子4×800mR
⾼橋英輝（富士通） 世界陸上日本代表 男子20kmW

日本選手権獲得者 男子20kmW
⾼山峻野（ゼンリン） GPシリーズチャンピオン 男子110mH

世界リレー日本代表 男女混合シャトルハードルR
世界陸上日本代表 男子110mH
日本記録 男子110mH
日本選手権獲得者 男子110mH

武田歴次（日大桜門陸友会） 日本選手権獲得者 男子砲丸投
多田修平（住友電工） 世界リレー日本代表 男子4×100mR

世界陸上日本代表 男子4×100mR
日本記録 男子4×100mR

田村和希（住友電工） 日本選手権獲得者 男子10000m
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田村朋也（住友電工） 世界リレー日本代表 男子4×200mR
世界陸上日本代表 男女混合4×400mR
日本記録 男女混合4×400mR

堤雄司（群馬綜合ガード） 日本選手権獲得者 男子円盤投
津波響樹（東洋大） 世界陸上日本代表 男子走幅跳
⼾田雅稀（サンベルクス） 日本選手権獲得者 男子1500m
⼾邉直人（JAL） 世界陸上日本代表 男子走高跳

日本記録 男子室内走高跳
日本選手権獲得者 男子走高跳

豊田将樹（法政大） 世界陸上日本代表 男子400mH
永田駿斗（住友電工） 世界リレー日本代表 男子4×200mR
中村匠吾（富士通） MGC1・2位 男子マラソン
根本大輝（順天堂大） 日本記録 男子4×800mR
野田明宏（自衛隊体育学校） 世界陸上日本代表 男子50kmW
服部勇馬（トヨタ自動車） MGC1・2位 男子マラソン
林貴裕（順天堂大） 日本記録 男子4×800mR
坂東悠汰（富士通） 日本選手権獲得者 男子クロスカントリー
藤光謙司（ゼンリン） 世界リレー日本代表 男子4×200mR
二岡康平（中電工） 世界陸上日本代表 男子マラソン
松枝博輝（富士通） 日本選手権獲得者 男子5000m
丸尾知司（愛知製鋼） 日本記録 男子50kmW
三浦励央奈（早稲田大） 日本記録 男子4×200mR
三武潤（TSP太陽） 日本記録 男子4×800mR
南山義輝（早稲田大） 日本記録 男子4×200mR
宮城辰郎（中央大） 日本選手権獲得者 男子4×100mR
宮本大輔（東洋大） 世界リレー日本代表 男子4×200mR
室谷翔太郎（中央大） 日本選手権獲得者 男子4×100mR
橋岡優輝（日本大） 世界陸上日本代表 男子走幅跳

日本選手権獲得者 男子走幅跳
山内大夢（早稲田大） 日本選手権獲得者 男子4×400mR
山縣亮太（セイコー） 世界リレー日本代表 男子4×100mR
山岸宏貴（GMOアスリーツ） 世界陸上日本代表 男子マラソン
山下航平（ANA） 日本選手権獲得者 男子三段跳
山下潤（筑波大） 世界陸上日本代表 男子200m
山⻄利和（愛知製鋼） 世界陸上日本代表 男子20kmW
山本聖途（トヨタ自動車） 世界陸上日本代表 男子棒高跳
若林康太（駿河台大） 世界リレー日本代表 男子4×400mR

世界陸上日本代表 男子4×400mR
世界陸上日本代表 男女混合4×400mR
日本記録 男女混合4×400mR

⻘木益未（七⼗七銀⾏） 世界リレー日本代表 男女混合シャトルハードルR
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⻘野朱李（山梨学院大） 世界リレー日本代表 女子4×200mR
日本記録 女子4×200mR

⻘山聖佳（大阪成蹊AC） 世界リレー日本代表 女子4×400mR
世界リレー日本代表 男女混合4×400mR
世界陸上日本代表 男女混合4×400mR
日本記録 男女混合4×400mR
日本選手権獲得者 女子400m

壹岐あいこ（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×100mR
壹岐いちこ（立命館大） 世界リレー日本代表 女子4×100mR

日本選手権獲得者 女子4×100mR
池満綾乃（鹿児島銀⾏） 世界陸上日本代表 女子マラソン
伊藤明子（筑波大） 日本選手権獲得者 女子400mH
稲岡真由（RUNJOURNEY） 世界リレー日本代表 男女混合4×400mR
岩田優奈（中央大） 世界リレー日本代表 女子4×400mR
卜部蘭（ＮＴＴＣ） 日本記録 女子4×800mR

日本選手権獲得者 女子1500m
日本選手権獲得者 女子800m

岡田久美子（ビックカメラ） 世界陸上日本代表 女子20kmW
日本記録 女子20kmW
日本記録 女子5000mW
日本選手権獲得者 女子20kmW

神田菜摘（福岡大） 日本選手権獲得者 女子走高跳
岸本若奈（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×100mR
北⼝榛花（日本大） GPシリーズチャンピオン 女子やり投

世界陸上日本代表 女子やり投
日本記録 女子やり投
日本選手権獲得者 女子やり投

木村文子（エディオン） 世界リレー日本代表 男女混合シャトルハードルR
世界陸上日本代表 女子100mH
日本選手権獲得者 女子100mH

木村友香（資生堂） 世界陸上日本代表 女子5000m
日本選手権獲得者 女子5000m

郡菜々佳（九州共立大） 世界陸上日本代表 女子円盤投
日本記録 女子円盤投
日本選手権獲得者 女子砲丸投

御家瀬緑（恵庭北⾼） 日本選手権獲得者 女子100ｍ
兒玉芽生（福岡大） 世界リレー日本代表 女子4×200mR

日本記録 女子4×200mR
日本選手権獲得者 女子200m

佐藤友佳（ニコニコのり） 世界陸上日本代表 女子やり投
塩見綾乃（立命館大） 世界リレー日本代表 男女混合2×2×400ｍR

日本記録 女子4×800mR
日本選手権獲得者 女子4×400mR
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鈴木亜由子（日本郵政グループ） MGC1・2位 女子マラソン
髙島咲季（相洋⾼） 世界陸上日本代表 男女混合4×400mR

日本記録 男女混合4×400mR
武⽯この実（東邦銀⾏） 世界リレー日本代表 女子4×400mR
田中希実（豊田自動織機TC） 世界陸上日本代表 女子5000m

日本選手権獲得者 女子クロスカントリー
田中佑美（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×100mR
谷本観月（天満屋） 世界陸上日本代表 女子マラソン
辻川美乃利（筑波大） 日本選手権獲得者 女子円盤投
寺田明日香（パソナグループ） 世界陸上日本代表 女子100mH

日本記録 女子100mH
土井杏南（JAL） 世界リレー日本代表 女子4×100mR
中野円花（ノーリツ） 世界陸上日本代表 女子マラソン
那須眞由（RUNJOURNEY） 日本選手権獲得者 女子棒高跳
鍋島莉奈（日本郵政グループ） 日本選手権獲得者 女子10000m
新谷仁美（NIKETOKYOTC） 世界陸上日本代表 女子5000m
秦澄美鈴（シバタ工業） 日本選手権獲得者 女子走幅跳
林理紗（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×400mR
広田有紀（秋田大） 日本記録 女子4×800mR
藤井菜々子（エディオン） 世界陸上日本代表 女子20kmW
渕瀬真寿美（建装工業） 世界陸上日本代表 女子50kmW

日本記録 女子50kmW
日本選手権獲得者 女子50kmW

前田穂南（天満屋） MGC1・2位 女子マラソン
松﨑璃子（積水化学） 日本記録 女子室内3000m
松本奈菜子（東邦銀⾏） 世界リレー日本代表 女子4×400mR
南千尋（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×400mR
三宅奈緒香（住友電工） 世界リレー日本代表 女子4×100mR

世界リレー日本代表 女子4×200mR
日本記録 女子4×200mR

森本麻里子（内田建設ＡＣ） 日本選手権獲得者 女子三段跳
山﨑有紀（スズキ浜松ＡＣ） 日本選手権獲得者 女子七種競技
山田はな（わらべや日洋） 日本記録 女子4×800mR
山田美来（日本体育大） 世界リレー日本代表 女子4×100mR

世界リレー日本代表 女子4×200mR
日本記録 女子4×200mR

山ノ内みなみ（京セラ） 世界陸上日本代表 女子10000m
吉田紗弓（立命館大） 日本選手権獲得者 女子4×400mR
吉村玲美（大東文化大） 世界陸上日本代表 女子3000ｍSC

日本選手権獲得者 女子3000ｍSC
渡邊茜（丸和運輸機関） 日本選手権獲得者 女子ハンマー投
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