
第77回国民体育大会(2022年栃木）

日本代表による予選会免除対象者リスト

※所属名等の下記情報は代表発表当初の情報です。

世界大会 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協

1 世界チーム競歩 20 ㎞ W 池田 向希 イケダ コウキ 旭化成 宮崎

2 世界チーム競歩 20 ㎞ W 山西 利和 ヤマニシ トシカズ 愛知製鋼 愛知

3 世界チーム競歩 20 ㎞ W 諏方 元郁 スワ モトフミ 愛知製鋼 愛知

4 世界チーム競歩 35 ㎞ W 川野 将虎 カワノ マサトラ 旭化成 宮崎

5 世界チーム競歩 35 ㎞ W 勝木 隼人 カツキ ハヤト 自衛隊体育学校 埼玉

6 世界チーム競歩 35 ㎞ W 髙橋 和生 タカハシ カズキ AD ワークスグループ 東京

7 世界チーム競歩 20 ㎞W 藤井 菜々子 フジイ ナナコ エディオン 大阪

8 世界室内 60m 多田 修平 タダ シュウヘイ 住友電工 大阪

9 世界室内 60mH 石川 周平 イシカワ シュウヘイ 富士通 東京

10 世界室内 60mH 野本 周成 ノモト シュウセイ 愛媛陸協 愛媛

11 世界室内 走高跳 戸邉 直人 トベ ナオト JAL 東京

12 世界室内 走幅跳 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 富士通 東京

13 世界室内 1500m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田織機 TC 兵庫

14 世界室内 60mH 鈴木 美帆 スズキ ミホ 長谷川体育施設 神奈川

15 ユニバー 100m 鈴木  涼太 スズキ  リョウタ スズキ（城西大卒）

16 ユニバー 100m 稲毛  碧 イナゲ  アオイ 早稲田大学

17 ユニバー 200m 上山  紘輝 ウエヤマ  コウキ 住友電工（近畿大卒）

18 ユニバー 200m 三浦  励央奈 ミウラ  レオナ 早稲田大学

19 ユニバー 400m 岩崎  立来 イワサキ  リュウキ 大阪体育大学

20 ユニバー 800m 松本  純弥 マツモト  ジュンヤ 法政大学

21 ユニバー 800m 金子  魅玖人 カネコ  ミクト 中央大学

22 ユニバー 1500m 飯澤  千翔 イイザワ  カズト 東海大学

23 ユニバー 10000m 葛西  潤 カサイ  ジュン 創価大学

24 ユニバー 10000m 嶋津  雄大 シマヅ  ユウダイ 創価大学

25 ユニバー ハーフマラソン 平林  清澄 ヒラバヤシ  キヨト 國學院大学

26 ユニバー ハーフマラソン 中西  大翔 ナカニシ  タイガ 國學院大学

27 ユニバー ハーフマラソン 松山  和希 マツヤマ  カズキ 東洋大学

28 ユニバー 20kmW 古賀  友太 コガ  ユウタ 大塚製薬（明治大卒）

29 ユニバー 20kmW 石田  昴 イシダ  スバル 自衛隊体育学校 （立命館大卒）

30 ユニバー 20kmW 萬壽  春輝 マンジュ  ハルキ 順天堂大学

31 ユニバー 110mH 横地  大雅 ヨコチ  タイガ 法政大学

32 ユニバー 400mH 山本  竜大 ヤマモト  タツヒロ SEKI A.C.（日本大大 学院修了）

33 ユニバー 走幅跳 吉田  弘道 ヨシダ  ヒロミチ 神崎郡陸協 （立命館大卒）

34 ユニバー 走幅跳 伊藤  陸 イトウ  リク 近畿大工業高専

35 ユニバー 棒高跳 柄澤  智哉 カラサワ  トモヤ 日本体育大学

36 ユニバー 棒高跳 尾﨑  駿翔 オザキ  シュント ROOTSTOKYO （日本体育大卒）

37 ユニバー 円盤投 幸長  慎一 ユキナガ  シンイチ 四国大学AC（四国大 大学院修了）

38 ユニバー 十種競技 田上  駿 タウエ  シュン 陸上競技物語（順天 堂大大学院修了）

39 ユニバー 100m 青山  華依 アオヤマ  ハナエ 甲南大学

◆日本代表選手の予選会免除

　→下記国際大会の日本代表の場合はどんな種目でも予選会が免除されます。

　　※大会が中止/延期になった場合も予選会免除の対象となります。

世界チーム競歩選手権 マスカット(オマーン)

世界室内選手権 ベオグラード(セルビア) ※延期

世界ハーフマラソン選手権 揚州(中国)※中止

アジアジュニア選手権 醴泉(韓国）※延期

ワールドユニバーシティゲームズ 成都(中国)※延期

世界選手権 オレゴン(アメリカ)

U20世界陸上競技選手権 カリ(コロンビア)

アジア大会 杭州(中国)※延期
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世界大会 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協

40 ユニバー 100m 兒玉  芽生 コダマ  メイ ミズノ（福岡大卒）

41 ユニバー 200m 青野  朱李 アオノ  シュリ 山梨学院大学

42 ユニバー 200m 齋藤  愛美 サイトウ  アミ 大阪成蹊 AC （大阪成蹊大卒）

43 ユニバー 5000m 山本  有真 ヤマモト  ユマ 名城大学

44 ユニバー 5000m 山﨑  りさ ヤマザキ  リサ 日本体育大学

45 ユニバー 10000m 小林  成美 コバヤシ  ナルミ 名城大学

46 ユニバー 10000m 小松  優衣 コマツ  ユイ 松山大学

47 ユニバー ハーフマラソン 北川  星瑠 キタガワ  ヒカル 大阪芸術大学

48 ユニバー ハーフマラソン 永長  里緒 エイナガ  リオ 大阪学院大学

49 ユニバー ハーフマラソン 山賀  瑞穂 ヤマガ  ミズホ 大東文化大学

50 ユニバー 100mH 玉置  菜々子 タマオキ  ナナコ 国士舘大学

51 ユニバー 3000mSC 吉村  玲美 ヨシムラ  レイミ 大東文化大学

52 ユニバー 円盤投 齋藤  真希 サイトウ  マキ 東京女子体育大学

53 ユニバー やり投 武本  紗栄 タケモト  サエ 佐賀スポーツ協会 （大阪体育大卒）

54 ユニバー やり投 山元  祐季 ヤマモト  ユウキ 九州共立大学

55 ユニバー 七種競技 大玉  華鈴 オオダマ  カリン 日体大 SMG 横浜 （日本体育大卒）

56 オレゴン世界陸上 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 TumbleweedTC 在外

57 オレゴン世界陸上 100m 4×100mリレー 坂井 隆一郎 サカイ リュウイチロウ 大阪ガス 大阪

58 オレゴン世界陸上 200m 4×100mリレー 上山 紘輝 ウエヤマ コウキ 住友電工 兵庫

59 オレゴン世界陸上 200m 4×100mリレー 小池 祐貴 コイケ ユウキ 住友電工 大阪

60 オレゴン世界陸上 200m 飯塚 翔太 イイヅカショウタ ミズノ 静岡

61 オレゴン世界陸上 400m 4×400mリレー 佐藤 風雅 サトウ フウガ 那須環境 栃木

62 オレゴン世界陸上 400m 4×400mリレー 川端 魁人 カワバタ カイト 中京大クラブ 愛知

63 オレゴン世界陸上 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 富士通 埼玉

64 オレゴン世界陸上 5000m 遠藤 日向 エンドウヒュウガ 住友電工 兵庫

65 オレゴン世界陸上 10000m 田澤 廉 タザワ レン 駒澤大学 青森

66 オレゴン世界陸上 10000m 伊藤 達彦 イトウ タツヒコ Honda 埼玉

67 オレゴン世界陸上 110mハードル 泉谷 駿介 イズミヤ シュンスケ 住友電工 大阪

68 オレゴン世界陸上 110mハードル 村竹 ラシッド ムラタケラシッド 順天堂大学 千葉

69 オレゴン世界陸上 110mハードル 石川 周平 イシカワシュウヘイ 富士通 東京

70 オレゴン世界陸上 400mハードル 黒川 和樹 クロカワ カズキ 法政大学 山口

71 オレゴン世界陸上 400mハードル 岸本 鷹幸 キシモト タカユキ 富士通 東京

72 オレゴン世界陸上 3000m障害物 三浦 龍司 ミウラ リュウジ 順天堂大学 島根

73 オレゴン世界陸上 3000m障害物 青木 涼真 アオキ リョウマ Honda 埼玉

74 オレゴン世界陸上 3000m障害物 山口 浩勢 ヤマグチコウセイ 愛三工業 愛知

75 オレゴン世界陸上 走高跳 真野 友博 シンノ トモヒロ 九電工 福岡

76 オレゴン世界陸上 走高跳 赤松 諒一 アカマツリョウイチ アワーズ 岐阜

77 オレゴン世界陸上 棒高跳 山本 聖途 ヤマモト セイト トヨタ自動車 愛知

78 オレゴン世界陸上 走幅跳 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 富士通 東京

79 オレゴン世界陸上 走幅跳 山川 夏輝 ヤマカワ ナツキ 佐賀スポ協 佐賀

80 オレゴン世界陸上 やり投 ディーン 元気 ディーン ゲンキ ミズノ 兵庫

81 オレゴン世界陸上 やり投 小椋 健司 オグラ ケンジ 栃木スポ協 栃木

82 オレゴン世界陸上 20km競歩 山西 利和 ヤマニシトシカズ 愛知製鋼 愛知

83 オレゴン世界陸上 20km競歩 池田 向希 イケダ コウキ 旭化成 宮崎

84 オレゴン世界陸上 20km競歩 高橋 英輝 タカハシ エイキ 富士通 千葉

85 オレゴン世界陸上 20km競歩 住所 大翔 ジュウショヒロト 順天堂大学 兵庫

86 オレゴン世界陸上 35km競歩 川野 将虎 カワノ マサトラ 旭化成 宮崎

87 オレゴン世界陸上 35km競歩 松永 大介 マツナガダイスケ 富士通 千葉

88 オレゴン世界陸上 35km競歩 野田 明宏 ノダ トモヒロ 自衛隊体育学校 埼玉

89 オレゴン世界陸上 マラソン 鈴木 健吾 スズキ ケンゴ 富士通 千葉

90 オレゴン世界陸上 マラソン 星 岳 ホシ ガク コニカミノルタ 東京

91 オレゴン世界陸上 マラソン 西山 雄介 ニシヤマ ユウスケ トヨタ自動車 愛知

92 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 東洋大学 群馬

93 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 鈴木 涼太 スズキ リョウタ スズキ 静岡

94 オレゴン世界陸上 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 東洋大学 東京

95 オレゴン世界陸上 4×400mリレー 混合4×400mリレー 岩崎 立来 イワサキリュウキ 大阪体育大学 奈良
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世界大会 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協

96 オレゴン世界陸上 4×400mリレー 混合4×400mリレー 河内 光起 カワウチ ミツキ 大阪ガス 大阪

97 オレゴン世界陸上 800m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田自動織機 愛知

98 オレゴン世界陸上 1500m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田自動織機 愛知

99 オレゴン世界陸上 5000m 田中 希実 タナカ ノゾミ 豊田自動織機 愛知

100 オレゴン世界陸上 1500m 卜部 蘭 ウラベ ラン 積水化学 東京

101 オレゴン世界陸上 5000m 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ＪＰ日本郵政Ｇ 東京

102 オレゴン世界陸上 10000m 廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ ＪＰ日本郵政Ｇ 東京

103 オレゴン世界陸上 5000m 萩谷 楓 ハギタニ カエデ エディオン 大阪

104 オレゴン世界陸上 10000m 五島 莉乃 ゴシマ リノ 資生堂 東京

105 オレゴン世界陸上 10000m 小林 成美 コバヤシ ナルミ 名城大学 長野

106 オレゴン世界陸上 100mハードル 福部 真子 フクベ マコ 日本建設工業 東京

107 オレゴン世界陸上 100mハードル 4×100mリレー 青木 益未 アオキ マスミ 七十七銀行 宮城

108 オレゴン世界陸上 3000m障害物 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ 愛媛銀行 愛媛

109 オレゴン世界陸上 3000m障害物 吉村 玲美 ヨシムラ レイミ 大東文化大学 神奈川

110 オレゴン世界陸上 走幅跳 秦 澄美鈴 ハタ スミレ シバタ工業 兵庫

111 オレゴン世界陸上 やり投 北口 榛花 キタグチ ハルカ JAL 東京

112 オレゴン世界陸上 やり投 上田 百寧 ウエダ モモネ ゼンリン 福岡

113 オレゴン世界陸上 やり投 武本 紗栄 タケモト サエ 佐賀スポ協 佐賀

114 オレゴン世界陸上 マラソン 一山 麻緒 イチヤマ マオ 資生堂 東京

115 オレゴン世界陸上 マラソン 松田 瑞生 マツダ ミズキ ダイハツ 大阪

116 オレゴン世界陸上 マラソン 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ 積水化学 東京

117 オレゴン世界陸上 20km競歩 藤井 菜々子 フジイ ナナコ エディオン 東京

118 オレゴン世界陸上 20km競歩 岡田 久美子 オカダ クミコ 富士通 千葉

119 オレゴン世界陸上 35km競歩 園田 世玲奈 ソノダ セレナ NTN 三重

120 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 君嶋 愛梨沙 キミシマ アリサ 土木管理総合 長野

121 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 兒玉 芽生 コダマ メイ ミズノ 大分

122 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 御家瀬 緑 ミカセ ミドリ 住友電工 大阪

123 オレゴン世界陸上 4×100mリレー 青山 華依 アオヤマ ハナエ 甲南大学 大阪

124 オレゴン世界陸上 混合4×400mリレー 松本 奈菜子 マツモト ナナコ 東邦銀行 福島

125 オレゴン世界陸上 混合4×400mリレー 小林 茉由 コバヤシ マユ J.VIC 東京

126 オレゴン世界陸上 混合4×400mリレー 久保山 晴菜 クボヤマ ハルナ 今村病院 佐賀

127 U20世界選手権 100m 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 東洋大学 群馬

128 U20世界選手権 100m 藤原 寛人 フジワラ ヒロト 中央大学 千葉

129 U20世界選手権 200m 舘野 峻輝 タテノ シュンキ 東洋大学 愛知

130 U20世界選手権 400m 友田 真隆 トモダ マサタカ 東京理科大学 埼玉

131 U20世界選手権 400m 有田 詞音 アリタ シオン 九州共立大学 福岡

132 U20世界選手権 800m 後田 築 ウシロダ キズク 創成館高等学校 長崎

133 U20世界選手権 800m 東 秀太 アズマ シュウタ 広島経済大学 兵庫

134 U20世界選手権 1500m 大塚 直哉 オオツカ ナオヤ 立教大学 岡山

135 U20世界選手権 1500m 間瀬田 純平 マセダ ジュンペイ 早稲田大学 佐賀

136 U20世界選手権 3000m 佐藤 圭汰 サトウ ケイタ 駒澤大学 京都

137 U20世界選手権 5000m 佐藤 圭汰 サトウ ケイタ 駒澤大学 京都

138 U20世界選手権 3000m 吉岡 大翔 ヨシオカ ヒロト 佐久長聖高等学校 長野

139 U20世界選手権 5000m 吉岡 大翔 ヨシオカ ヒロト 佐久長聖高等学校 長野

140 U20世界選手権 110mハードル（99.1cm) 阿部 竜希 アベ タツキ 順天堂大学 千葉

141 U20世界選手権 110mハードル（99.1cm) 真名子 凌成 マナゴ リョウナ 福岡大学 福岡

142 U20世界選手権 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 兵庫

143 U20世界選手権 400mハードル（91.4cm) 小川 大輝 オガワ ダイキ 東洋大学 愛知

144 U20世界選手権 3000m障害物 黒田 朝日 クロダ アサヒ 青山学院大学 岡山

145 U20世界選手権 3000m障害物 大沼 良太郎 オオヌマ リョウタロウ 城西大学 茨城

146 U20世界選手権 棒高跳 原口 篤志 ハラグチ アツシ 東大阪大学 奈良

147 U20世界選手権 棒高跳 水谷 翼 ミズタニ ツバサ 福岡大学 愛知

148 U20世界選手権 走幅跳 渡邉 希 ワタナベ ノゾミ 筑波大学 宮城

149 U20世界選手権 走幅跳 北川 凱 キタガワ ガイ 東海大学 静岡

150 U20世界選手権 やり投（800g) 中村 竜成 ナカムラ リュセイ 国士舘大学 三重

151 U20世界選手権 やり投（800g) 井上 堅斗 イノウエ ケント 九州共立大学 京都
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世界大会 種目 氏名 フリガナ 所属 登録陸協

152 U20世界選手権 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 鹿児島

153 U20世界選手権 10000m競歩 大家 利公 オオイエ リク 順天堂大学 和歌山

154 U20世界選手権 ４×100ｍリレー 池下 航和 イケシタ コウワ 環太平洋大学 宮崎

155 U20世界選手権 1500m 柳樂 あずみ ナギラ アズミ 名城大学 富山

156 U20世界選手権 1500m 澤田 結弥 サワダ ユヤ 浜松市立高等学校 静岡

157 U20世界選手権 400mハードル 松岡 萌絵 マツオカ モエ 中央大学 千葉

158 U20世界選手権 走幅跳 近藤 いおん コンドウ イオン 城西高等学校（流山ホークアイ） 東京（千葉）

159 U20世界選手権 ハンマー投（4kg） 村上 来花 ムラカミ ライカ 九州共立大学 青森

160 U20世界選手権 やり投（600g） 村上 碧海 ムラカミ アオイ 日本体育大学 広島

161 U20世界選手権 やり投（600g） 辻 萌々子 ツジ モモコ 九州共立大学 愛知

162 U20世界選手権 10000m競歩 大山 藍 オオヤマ アイ 鹿児島女子高等学校 鹿児島

163 U20世界選手権 10000m競歩 柳井 綾音 ヤナイ アヤネ 立命館大学 福岡
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