
 

2015 年 5 月 27 日 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

 

 
第 21回アジア陸上競技選手権大会 

 
日本代表選手について 
 

 
本年 6月 3日（水）から 6月 7日（日）まで武漢（中国）で開催される、第 21回アジア陸上競技選手

権大会に派遣する日本代表選手が、下記の通り決定いたしました。 

 

■男子（29名） 

 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日 

短距離 

大瀨戸 一馬 オオセト カズマ 法政大学 福岡 1994/8/5 

小池 祐貴 コイケ ユウキ 慶應義塾大学 北海道 1995/5/13 

谷口 耕太郎 タニグチ コウタロウ 中央大学 神奈川 1994/11/3 

原 翔太 ハラ ショウタ スズキ浜松 AC 静岡 1992/7/18 

佐藤 拳太郎 サトウ ケンタロウ 城西大学 埼玉 1994/11/16 

北川 貴理 キタガワ タカマサ 順天堂大学 福井 1996/9/5 

ウォルシュ ジュリアン ウォルシュ ジュリアン 東洋大学 埼玉 1996/9/18 

金丸 祐三 カネマル ユウゾウ 大塚製薬 徳島 1987/9/18 

中距離 

川元 奨 カワモト ショウ スズキ浜松 AC 静岡 1993/3/1 

戸田 雅稀 トダ マサキ 東京農業大学 群馬 1993/6/21 

廣瀨 大貴 ヒロセ ダイキ 大阪ガス 大阪 1991/10/6 

長距離 
堂本 尚寛 ドウモト ナオヒロ  JR 東日本 東京 1989/7/23 

松本 葵 マツモト アオイ 大塚製薬 徳島 1987/9/7 

ハードル 

古谷 拓夢 フルヤ タクム 早稲田大学 神奈川 1997/3/12 

佐藤 大志 サトウ ヒロユキ 日立化成 東京 1990/8/6 

小西 勇太 コニシ ユウタ 住友電工 兵庫 1990/7/31 

吉田 和晃 ヨシダ カズアキ 大阪ガス 大阪 1987/8/31 

跳躍 

衛藤 昂 エトウ タカシ AGF 三重 1991/2/5 

髙張 広海 タカハリ ヒロミ 日立 ICT 神奈川 1987/11/13 

荻田 大樹 オギタ ヒロキ ミズノ 香川 1987/12/30 

山本 聖途 ヤマモト セイト トヨタ自動車 愛知 1992/3/11 

菅井 洋平 スガイ ヨウヘイ ミズノ 群馬 1985/8/30 

嶺村 鴻汰 ミネムラ コウタ モンテローザ 東京 1992/12/22 

長谷川 大悟 ハセガワ ダイゴ 日立 ICT 神奈川 1990/2/27 

投擲 

山元 隼 ヤマモト ハヤト 中京大クラブ 愛知 1991/11/17 

堤 雄司 ツツミ ユウジ 群馬綜合ガードシステム 群馬 1989/12/22 

田中 透 タナカ トオル チームミズノアスレティック 岐阜 1986/5/17 

村上  幸史 ムラカミ フミユキ スズキ浜松 AC 静岡 1979/12/23 

混成 中村 明彦 ナカムラ アキヒコ スズキ浜松 AC 静岡 1990/10/23 

 



■女子（28名） 

 氏名 フリガナ 所属 登録陸協 生年月日 

短距離 

渡辺 真弓 ワタナベ マユミ 東邦銀行 福島 1983/6/6 

福島 千里 フクシマ チサト 北海道ハイテク AC 北海道 1988/6/27 

市川 華菜 イチカワ カナ ミズノ 愛知 1991/1/14 

土井 杏南 ドイ アンナ 大東文化大学 埼玉 1995/8/24 

青木 沙弥佳 アオキ サヤカ 東邦銀行 福島 1986/12/15 

北風 沙織 キタカゼ サオリ 北海道ハイテク AC 北海道 1985/4/3 

藤沢 沙也加 フジサワ サヤカ セレスポ 東京 1991/3/11 

千葉 麻美 チバ アサミ 東邦銀行 福島 1985/9/25 

中距離 
大森 郁香 オオモリ フミカ 東京陸協 東京 1992/12/4 

飯野 摩耶 イイノ マヤ 東京農業大学 山梨 1988/2/5 

長距離 

清田 真央 キヨタ マオ スズキ浜松 AC 静岡 1993/9/12 

菊池 理沙 キクチ リサ 日立 茨城 1990/2/5 

沼田 未知 ヌマタ ミチ 豊田自動織機 愛知 1989/5/6 

高見澤 安珠 タカミザワ アンジュ 松山大学 三重 1996/3/6 

ハードル 

木村 文子 キムラ アヤコ エディオン 広島 1988/6/11 

紫村 仁美 シムラ ヒトミ 佐賀陸協 佐賀 1990/11/8 

吉良 愛美 キラ マナミ アットホーム 東京 1991/10/23 

伊藤 明子 イトウ アキコ 筑波大学 東京 1995/5/26 

跳躍 

津田 シェリアイ ツダ シェリアイ 東大阪大学 大阪 1996/9/9 

我孫子 智美 アビコ トモミ 滋賀レイクスターズ 滋賀 1988/3/17 

平加 有梨奈 ヒラカ ユリナ 北海道ハイテク AC 北海道 1991/6/4 

甲斐 好美 カイ コノミ ＶＯＬＶＥＲ 埼玉 1993/7/10 

投擲 

中田 恵莉子 ナカタ エリコ 四国大学教職員クラブ 徳島 1992/9/18 

渡邊 茜 ワタナベ アカネ 丸和運輸機関 福岡 1991/8/13 

山内 愛 ヤマウチ アイ 大阪成蹊大学 神奈川 1994/12/6 

宮下 梨沙 ミヤシタ リサ 大体大 T.C 大阪 1984/4/26 

混成 
ヘンプヒル 恵 ヘンプヒル メグ 中央大学 京都 1996/5/23 

宇都宮 絵莉 ウツノミヤ エリ 園田学園女子大学 兵庫 1993/4/11 

 

 


