
カリ2022 U20世界陸上競技選手権大会 日本代表選手

大会期間：2022年8月1日（月）～6日（土）

場所：カリ（コロンビア）

■男子（26名）

No. 種目 氏名 フリガナ 所属名 学年 生年月日 登録陸協 資格記録

1 100m 栁田 大輝（★） ヤナギタ ヒロキ 東洋大学 1 2003/7/25 群馬 10.16

2 100m 藤原 寛人 フジワラ ヒロト 中央大学 2 2003/1/4 千葉 10.37

3 200m 舘野 峻輝 タテノ シュンキ 東洋大学 1 2003/8/21 愛知 20.98

4 400m 友田 真隆 トモダ マサタカ 東京理科大学 2 2003/1/10 埼玉 46.37

5 400m 有田 詞音 アリタ シオン 九州共立大学 1 2003/5/31 福岡 46.58

6 800m 後田 築 ウシロダ キズク 創成館高等学校 3 2004/12/14 長崎 1:47.69

7 800m 東 秀太 アズマ シュウタ 広島経済大学 1 2003/6/27 兵庫 1:48.86

8 1500m 大塚 直哉 オオツカ ナオヤ 立教大学 1 2004/2/13 岡山 3:44.47

9 1500m 間瀬田 純平 マセダ ジュンペイ 早稲田大学 1 2004/2/17 佐賀 3:47.62

3000m 7:50.81

5000m 13:22.91

3000m 8:01.29

5000m 13:38.96

12 110mハードル（99.1cm) 阿部 竜希 アベ タツキ 順天堂大学 1 2003/8/3 千葉 13.49

13 110mハードル（99.1cm) 真名子 凌成 マナゴ リョウナ 福岡大学 1 2003/4/9 福岡 13.47

14 400mハードル（91.4cm) 森髙 颯治朗 モリタカ ソウジロウ 近畿大学 2 2003/1/21 兵庫 50.71

15 400mハードル（91.4cm) 小川 大輝 オガワ ダイキ 東洋大学 1 2003/4/17 愛知 50.50

16 3000m障害物 黒田 朝日 クロダ アサヒ 青山学院大学 1 2004/3/10 岡山 8:42.49

17 3000m障害物 大沼 良太郎 オオヌマ リョウタロウ 城西大学 1 2003/12/24 茨城 8:48.83

18 棒高跳 原口 篤志 ハラグチ アツシ 東大阪大学 1 2003/10/15 奈良 5.40

19 棒高跳 水谷 翼 ミズタニ ツバサ 福岡大学 2 2003/2/12 愛知 5.30

20 走幅跳 渡邉 希 ワタナベ ノゾミ 筑波大学 1 2004/3/25 宮城 7.85

21 走幅跳 北川 凱 キタガワ ガイ 東海大学 1 	2003/7/21 静岡 7.61

22 やり投（800g) 中村 竜成 ナカムラ リュセイ 国士舘大学 2 2003/2/20 三重 72.16

23 やり投（800g) 井上 堅斗 イノウエ ケント 九州共立大学 1 2003/9/15 京都 71.43

24 10000m競歩 下池 将多郎 シモイケ ショウタロウ 鹿児島工業高等学校 3 2004/4/24 鹿児島 41:11

25 10000m競歩 大家 利公 オオイエ リク 順天堂大学 1 2003/9/9 和歌山 41:18

26 ４×100ｍリレー 池下 航和 イケシタ コウワ 環太平洋大学 2 2003/3/14 宮崎 21.02(200m)

■女子（9名）

No. 種目 氏名 フリガナ 所属名 学年 生年月日 登録陸協 資格記録

1 1500m 柳樂 あずみ ナギラ アズミ 名城大学 1 2003/5/23 富山 4:15.71

2 1500m 澤田 結弥 サワダ ユヤ 浜松市立高等学校 2 2006/3/1 静岡 4:16.90

3 400mハードル 松岡 萌絵 マツオカ モエ 中央大学 2 2003/3/2 千葉 57.57

城西大学附属城西高等学校 1 東京

流山ホークアイ ー 千葉

5 ハンマー投（4kg） 村上 来花 ムラカミ ライカ 九州共立大学 1 2004/1/13 青森 61.40

6 やり投（600g） 村上 碧海 ムラカミ アオイ 日本体育大学 1 2004/3/11 広島 56.30

7 やり投（600g） 辻 萌々子 ツジ モモコ 九州共立大学 1 2003/12/5 愛知 57.22

8 10000m競歩 大山 藍 オオヤマ アイ 鹿児島女子高等学校 2 2005/10/28 鹿児島 45:19

9 10000m競歩 柳井 綾音 ヤナイ アヤネ 立命館大学 1 2003/12/24 福岡 45:21

※選考にあたっては、選考の対象競技者の出場意思を確認した上で実施した

※参加標準記録の有効期間は2021年10月1日から2022年7月18日まで

※出場選手（★）はダイヤモンドアスリート

京都

長野

2004/1/22

2004/5/18

サトウ ケイタ 1

ヨシオカ ヒロト 3

10

11

佐藤 圭汰（★）

吉岡 大翔 佐久長聖高等学校

駒澤大学

6.134 走幅跳 コンドウ イオン近藤 いおん 2006/4/17



■派遣役員（17名）

日本陸上競技連盟

チームリーダー 杉井 將彦 強化委員会 ディレクター（強化育成部） 浜松市立高等学校

短距離コーチ 高橋 和裕 強化委員会 強化育成部 短距離ハードル主任 浜松湖東高等学校

短距離コーチ 原田 隆弘 強化委員会 強化育成部 スタッフ 株式会社クレーマージャパン

ハードルコーチ 雪下 良治 強化委員会 強化育成部 スタッフ 会津工業高等学校

中長距離コーチ 松澤 誠 強化委員会 強化育成部 スタッフ 成田高等学校

中長距離コーチ 中武 隼一 強化委員会 強化育成部 スタッフ 稲生高等学校

競歩コーチ 塚田 美和子 強化委員会 強化育成部 競歩主任 盛岡第三高等学校

跳躍コーチ 伊藤 信之 強化委員会 強化育成部 跳躍主任 横浜国立大学

跳躍コーチ 田村 雄志 福岡大学

投擲コーチ 疋田 晃久 強化委員会 強化育成部 スタッフ 九州共立大学

投擲コーチ 畑山 茂雄 日本体育大学

ドクター 金子 晴香 医事委員会 順天堂大学

トレーナー 砂川 祐輝 医事委員会トレーナー部 Well鍼灸整体

トレーナー 矢嶋 友美 医事委員会トレーナー部 T.S Serve Trainer Team

渉外 大橋 祐二 強化委員会 強化育成部 コーディネーター 日本女子体育大学

渉外 大久保 拓磨 ドイツ体育大学ケルン

渉外 大野 果穂

所属

日本陸上競技連盟 事務局

役職 氏名


