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世界選手権
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100m
4×100mリレー

サニブラウン
アブデルハキーム

サニブラウン
アブデルハキーム

在外 TumbleweedTC 10.04 1999/03/06
2015年
2017年
2019年

〇
100m

4×100mリレー
坂井隆一郎 サカイリュウイチロウ 大阪 大阪ガス 10.02 1998/03/14 初出場

〇
200m

4×100mリレー
上山紘輝 ウエヤマコウキ 兵庫 住友電工 20.46 1999/05/15 初出場

〇
200m

4×100mリレー
小池祐貴 コイケユウキ 大阪 住友電工 20.46 1995/05/13 2019年

〇
400m

4×400mリレー
佐藤風雅 サトウフウガ 栃木 那須環境 45.40 1996/06/01 初出場

〇
400m

4×400mリレー
川端魁人 カワバタカイト 愛知 中京大クラブ 45.73 1998/08/17 初出場

〇
400m

4×400mリレー
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 45.27 1996/09/18 2019年

5000m 遠藤日向 エンドウヒュウガ 兵庫 住友電工 13:10.69 1998/08/05 初出場

〇 10000m 田澤廉 タザワレン 青森 駒澤大学 27:23.44 2000/11/11 初出場

110mハードル 泉谷駿介 イズミヤシュンスケ 大阪 住友電工 13.21 2000/01/26 2019年

110mハードル 村竹ラシッド ムラタケラシッド 千葉 順天堂大学 13.27 2002/02/06 初出場

〇 110mハードル 石川周平 イシカワシュウヘイ 東京 富士通 13.39 1995/05/29 初出場

400mハードル 黒川和樹 クロカワカズキ 山口 法政大学 48.89 2001/06/17 初出場

3000m障害物 三浦龍司 ミウラリュウジ 島根 順天堂大学 8:09.92 2002/02/21 初出場

3000m障害物 青木涼真 アオキリョウマ 埼玉 Honda 8:20.09 1997/06/16 初出場

〇 3000m障害物 山口浩勢 ヤマグチコウセイ 愛知 愛三工業 8:23.29 1991/08/19 初出場

〇 走高跳 真野友博 シンノトモヒロ 福岡 九電工 2.30 1996/08/17 初出場

〇 走高跳 赤松諒一 アカマツリョウイチ 岐阜 アワーズ 2.27 1995/05/02 初出場

〇 棒高跳 山本聖途 ヤマモトセイト 愛知 トヨタ自動車 5.70 1992/03/11

2013年
2015年
2017年
2019年

走幅跳 橋岡優輝 ハシオカユウキ 東京 富士通 8.27 1999/01/23 2019年

〇 走幅跳 山川夏輝 ヤマカワナツキ 佐賀 佐賀スポ協 8.14 1995/07/24 初出場

〇 やり投 ディーン元気 ディーンゲンキ 兵庫 ミズノ 82.18 1991/12/30 初出場

〇 やり投 小椋健司 オグラケンジ 栃木 栃木スポ協 80.25 1995/06/08 初出場

20km競歩 山西利和 ヤマニシトシカズ 愛知 愛知製鋼 1:17:20 1996/02/15 2019年

20km競歩 池田向希 イケダコウキ 宮崎 旭化成 1:18:53 1998/05/03 2019年

20km競歩 高橋英輝 タカハシエイキ 千葉 富士通 1:18:04 1992/11/19
2015年
2017年
2019年

20km競歩 住所大翔 ジュウショヒロト 兵庫 順天堂大学 1:20:14 2000/01/11 初出場

35km競歩 川野将虎 カワノマサトラ 宮崎 旭化成 2:26:40 1998/10/23 初出場

35km競歩 松永大介 マツナガダイスケ 千葉 富士通 2:27:09 1995/03/24 2017年

35km競歩 野田明宏 ノダトモヒロ 埼玉 自衛隊体育学校 2:27:18 1996/01/24 2019年

マラソン 鈴木健吾 スズキケンゴ 千葉 富士通 2:04:56 1995/06/11 初出場

マラソン 星岳 ホシガク 東京 コニカミノルタ 2:07:31 1998/09/17 初出場

マラソン 西山雄介 ニシヤマユウスケ 愛知 トヨタ自動車 2:07:47 1994/11/07 初出場

〇 4×100mリレー 栁田大輝 ヤナギタヒロキ 群馬 東洋大学
10.16

(100m)
2003/07/25 初出場

〇 4×100mリレー 鈴木涼太 スズキリョウタ 静岡 スズキ
10.22

(100m)
1999/06/25 初出場

〇
4×400mリレー

混合4×400mリレー
中島

佑気ジョセフ
ナカジマ

ユウキジョセフ
東京 東洋大学

46.07
(400m)

2002/03/30 初出場

〇
4×400mリレー

混合4×400mリレー
岩崎立来 イワサキリュウキ 奈良 大阪体育大学

46.09
(400m)

2000/08/13 初出場

〇
4×400mリレー

混合4×400mリレー
河内光起 カワウチミツキ 大阪 大阪ガス

46.13
(400m)

1997/06/02 2019年

【男子】38名 (7月1日発表：20名）
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1500m
田中希実 タナカノゾミ 愛知 豊田自動織機

3:59.19
1999/09/04 2019年

5000m 14:59.93

〇 1500m 卜部蘭 ウラベラン 東京 積水化学 4:07.90 1995/06/16 初出場

5000m
廣中璃梨佳 ヒロナカリリカ 東京 ＪＰ日本郵政Ｇ

14:52.84
2000/11/24 初出場

10000m 31:00.71

〇 5000m 萩谷楓 ハギタニカエデ 大阪 エディオン 14:59.36 2000/10/10 初出場

10000m 五島莉乃 ゴシマリノ 東京 資生堂 31:10.02 1997/10/29 初出場

〇 10000m 小林成美 コバヤシナルミ 長野 名城大学 31:22.34 2000/04/17 初出場

〇 100mハードル 福部真子 フクベマコ 東京 日本建設工業 12.93 1995/10/28 初出場

〇
100mハードル
4×100mリレー

青木益未 アオキマスミ 宮城 七十七銀行 12.86 1994/04/16 初出場

〇 3000m障害物 山中柚乃 ヤマナカユノ 愛媛 愛媛銀行 9:38.19 2000/12/25 初出場

〇 走幅跳 秦澄美鈴 ハタスミレ 兵庫 シバタ工業 6.63 1996/05/04 初出場

〇 やり投 北口榛花 キタグチハルカ 東京 JAL 63.93 1998/03/16 2019年

〇 やり投 上田百寧 ウエダモモネ 福岡 ゼンリン 61.20 1999/06/27 初出場

〇 やり投 武本紗栄 タケモトサエ 佐賀 佐賀スポ協 60.84 1999/11/23 初出場

マラソン 一山麻緒 イチヤママオ 東京 資生堂 2:21:02 1997/05/29 初出場

マラソン 松田瑞生 マツダミズキ 大阪 ダイハツ 2:20:52 1995/05/31 2017年

マラソン 新谷仁美 ニイヤヒトミ 東京 積水化学 2:21:17 1988/02/26
2011年
2013年
2019年

20km競歩 藤井菜々子 フジイナナコ 東京 エディオン 1:29:29 1999/05/07 2019年

20km競歩 岡田久美子 オカダクミコ 千葉 富士通 1:29:31 1991/10/17
2015年
2017年
2019年

35km競歩 園田世玲奈 ソノダセレナ 三重 NTN 2:45:48 1996/09/10 初出場

〇 4×100mリレー 君嶋愛梨沙 キミシマアリサ 長野 土木管理総合
11.36

(100m)
1995/12/23 初出場

〇 4×100mリレー 兒玉芽生 コダマメイ 大分 ミズノ
11.38

(100m)
1999/06/08 初出場

〇 4×100mリレー 御家瀬緑 ミカセミドリ 大阪 住友電工
11.46

(100m)
2001/06/02 初出場

〇 4×100mリレー 青山華依 アオヤマハナエ 大阪 甲南大学
11.47

(100m)
2002/08/26 初出場

〇 混合4×400mリレー 松本奈菜子 マツモトナナコ 福島 東邦銀行
52.56

(400m)
1996/09/03 2019年

〇 混合4×400mリレー 小林茉由 コバヤシマユ 東京 J.VIC
53.45

(400m)
1996/11/10 初出場

〇 混合4×400mリレー 久保山晴菜 クボヤマハルナ 佐賀 今村病院
53.32

(400m)
1996/04/05 初出場

※資格記録については、ワールドアスレティックス（以下、WA)が設定する参加資格取得期間内の最高記録。
〇10000m・混成競技・20km競歩：2020年 12月27日～2022年6月26日
〇マラソン・35km競歩：:2020年11月30日～2022年5月29日
〇その他の種目：2021年6月28日～2022年6月26日

※男子110mハードルについてはWAが6月29日に出場資格者リストとなる「Road to Oregon」を発表した直後の同日夜に、
WA事務局より「出場資格者から追加の辞退者が出たため石川周平（富士通）及び野本周成（愛媛陸協）の2名を出場有資
格者として追加する」旨の連絡を受けた。
そのため、両競技者は「Road to Oregon」には出場有資格者として記載されていないが、ワールドランキングにより本大
会の出場資格を得ていることから、本連盟が定める日本代表選考基準の優先順位に従い石川周平を選考した。

【女子】26名 (7月1日発表：17名）



選手団役職 氏名 日本陸上競技連盟内役職 所属

団長 風間明 専務理事

監督 山崎一彦 強化委員会委員長 順天堂大学

シニアディレクター 高岡寿成
強化委員会

長距離・マラソンシニアディレクター
カネボウ

シニアディレクター 今村文男
強化委員会

競歩シニアディレクター
富士通

ディレクター（短距離） 土江寛裕
強化委員会

トラック＆フィールドディレクター
東洋大学

ディレクター（ハードル） 苅部俊二 強化委員会ハードルディレクター 法政大学

ディレクター（跳躍） 森長正樹 強化委員会跳躍ディレクター 日本大学

ディレクター（投てき） 田内健二 強化委員会投てきディレクター 中京大学

コーチ（男子短距離） 小島茂之
強化委員会コーディネーター

（男子短距離）
アシックス

コーチ（男子短距離） 相馬聡
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（男子短距離）
作新学院大学

コーチ（男子短距離）兼科学スタッフ 小林海
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（男子短距離）/科学・情報担当
東洋大学

コーチ（4×400ｍリレー)
(男女混合4×400mリレー）

邑木隆二
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（男子短距離）
駿河台大学

コーチ（女子4×100ｍリレー） 信岡沙希重
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（女子短距離）
福岡大学

コーチ（男女3000m障害物） 岩水嘉孝
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（男子長距離）
資生堂

コーチ（跳躍） 坂井裕司 シバタ工業

コーチ（マラソン兼男子長距離） 黒木純
強化委員会 オリンピック強化コーチ

（男子マラソン）
三菱重工

コーチ（女子長距離） 野口英盛
強化委員会 オリンピック強化コーチ

（女子長距離）
積水化学

コーチ（女子マラソン） 永山忠幸 資生堂

コーチ（女子マラソン） 横田真人 強化委員会企画戦略部ディレクター TWOLAPS

コーチ（女子マラソン） 山中美和子
強化委員会オリンピック強化コーチ

（女子マラソン）
ダイハツ

コーチ（男子マラソン） 福嶋正 富士通

コーチ（男子マラソン） 熊本剛 トヨタ自動車

コーチ（男子マラソン） 野口拓也 コニカミノルタ

コーチ（競歩） 谷井孝行
強化委員会オリンピック強化スタッフ

（競歩）
自衛隊体育学校

コーチ（競歩）兼科学スタッフ 三浦康二
強化委員会コーディネーター（競歩）

科学委員会幹事
日本スポーツ振興センター

ドクター 鎌田浩史 医事委員会副委員長 筑波大学

ドクター 田原圭太郎 医事委員会委員 多摩総合医療センター

トレーナー 砂川祐輝 医事委員会トレーナー部部員 Well鍼灸整体

トレーナー 大桃結花 医事委員会トレーナー部部員 Feel B Momo

トレーナー 武井隼児 医事委員会トレーナー部委員 水戸協同病院

渉外 岩瀧一生 日本陸上競技連盟事務局

渉外 淺田大吾 日本陸上競技連盟事務局

広報 和賀美咲 日本陸上競技連盟事務局

【派遣役員】33名


