
■男子　30名

種目 選手 フリガナ 登録陸協 所属 生年月日

山縣　亮太 ヤマガタ・リョウタ 広島 慶應義塾大学 1992/06/10

大瀨戸　一馬 オオセト・カズマ 福岡 法政大学 1994/08/05

飯塚　翔太 イイヅカ・ショウタ 静岡 中央大学 1991/06/25

ケンブリッジ　飛鳥 ケンブリッジ・アスカ 東京 日本大学 1993/05/31

山﨑　謙吾 ヤマサキ・ケンゴ 埼玉 日本大学 1992/07/30

小林　直己 コバヤシ・ナオキ 神奈川 東海大学 1990/12/20

川元　奨 カワモト・ショウ 長野 日本大学 1993/03/01

安齋　宰 アンザイ・ツカサ 神奈川 順天堂大学 1994/07/03

星　創太 ホシ・ソウタ 千葉 富士通 1988/01/06

中村　匠吾 ナカムラ・ショウゴ 三重 駒澤大学 1992/09/16

松本　葵 マツモト・アオイ 徳島 大塚製薬 1987/09/07

矢澤　航 ヤザワ・ワタル 神奈川 法政大学 1991/07/02

佐藤　大志 サトウ・ヒロユキ 東京 日立化成 1990/08/06

安部　孝駿 アベ・タカトシ 岡山 中京大学 1991/11/12

野澤　啓佑 ノザワ・ケイスケ 山梨 早稲田大学 1991/06/07

戸邉　直人 トベ・ナオト 千葉 筑波大学 1992/03/31

山本　聖途 ヤマモト・セイト 愛知 中京大学 1992/03/11

荻田　大樹 オギタ・ヒロキ 香川 ミズノ 1987/12/30

大岩　雄飛 オオイワ・ユウヒ 東京 モンテローザ 1991/02/17

嶺村　鴻汰 ミネムラ・コウタ 長野 筑波大学 1992/12/22

松下　翔一 マツシタ・ショウイチ 兵庫 筑波大学 1989/04/18

畑瀬　聡 ハタセ・サトシ 群馬 群馬綜合ガードシステム 1982/12/18

堤　雄司 ツツミ・ユウジ 北海道 国士舘大学 1989/12/22

柏村　亮太 カシムラ・リョウタ 鳥取 日本大学 1991/08/13

ディーン　元気 ディーン・ゲンキ 兵庫 早稲田大学 1991/12/30

高力　裕也 コウリキ・ユウヤ 鳥取 鳥取AS 1989/10/19

ウシロ・ケイスケ 静岡 スズキ浜松AC 1986/07/24

中村　明彦 ナカムラ・アキヒコ 静岡 スズキ浜松AC 1990/10/23

高橋　英輝 タカハシ・エイキ 岩手 岩手大学 1992/11/19

藤澤　勇 フジサワ・イサム 東京 ＡＬＳＯＫ 1987/10/12

※代表選手の正式決定は、JOC理事会による。
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■女子　28名

種目 選手 フリガナ 登録陸協 所属 生年月日

土井　杏南 ドイ・アンナ 埼玉 埼玉栄高校 1995/08/24

木村　茜 キムラ・アカネ 滋賀 大阪成蹊大学 1993/06/04

市川　華菜 イチカワ・カナ 愛知 ミズノ 1991/01/14

田村　友紀 タムラ・ユキ 岩手 岩手大学 1991/07/08

鳥原　早貴 トリハラ・サキ 鹿児島 青山学院大学 1992/02/28

新宮　美歩 シングウ・ミホ 大阪 東大阪大学 1991/11/29

伊藤　美穂 イトウ・ミホ 神奈川 順天堂大学 1992/10/28

森　智香子 モリ・チカコ 長崎 大東文化大学 1992/11/25

松﨑　璃子 マツザキ・リコ 千葉 積水化学 1992/12/24

清水　裕子 シミズ・ユウコ 千葉 積水化学 1985/07/13

三郷　実沙希 サンゴウ・ミサキ 静岡 スズキ浜松ＡＣ 1989/04/21

伊藤　愛里 イトウ・アイリ 兵庫 住友電工 1989/07/05

相馬　絵里子 ソウマ・エリコ 秋田 筑波大学 1991/09/30

青木　沙弥佳 アオキ・サヤカ 福島 東邦銀行 1986/12/15

芝田　陽香 シバタ・ハルカ 京都 チームミズノアスレティック 1991/01/13

三村　有希 ミムラ・ユキ 大阪 チームミズノアスレティック 1988/08/12

竜田　夏苗 タツタ・カナエ 大阪 武庫川女子大学 1992/07/21

平加　有梨奈 ヒラカ・ユリナ 室蘭 北翔大学 1991/06/04

清水　珠夏 シミズ・タマカ 千葉 中央大学 1991/06/22

山根　愛以 ヤマネ・メイ 兵庫 園田学園女子大AC 1988/09/05

茂山　千尋 シゲヤマ・チヒロ 東京 国士舘クラブ 1989/06/11

敷本　愛 シキモト・アイ 東京 国士舘クラブ 1983/08/21

武川　美香 タケカワ・ミカ 静岡 スズキ浜松ＡＣ 1985/06/26

海老原　有希 エビハラ・ユキ 静岡 スズキ浜松AC 1985/10/28

久世　生宝 クゼ・キホウ 岡山 筑波大学 1995/03/28

混成 桐山　智衣 キリヤマ・チエ 岐阜 中京大学 1991/08/02

岡田　久美子 オカダ・クミコ 埼玉 立教大学 1991/10/17

前田　浩唯 マエダ・ヒロイ 京都 立命館大学 1991/06/01

※代表選手の正式決定は、JOC理事会による。
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