
第18回アジアジュニア陸上競技選手権 日本代表選手

大会期間：6月7日（木）～10日（日）

場所：岐阜市（岐阜県）

■男子（37名）

No. 種目 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属先 登録陸協

1 100m 宮本　大輔(☆) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 東洋大学 埼玉

2 100m 福島　聖 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 富山大学 富山

3 200m 塚本　ジャスティン惇平(☆) ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｬｽﾃｨﾝｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 城西大学附属城西高等学校 東京

4 200m 高木　悠圭 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 東海大学附属静岡翔洋高等学校 静岡

5 400m 井本　佳伸(☆) ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大学 京都

6 400m 松尾　脩平 ﾏﾂｵ ｼｭｳﾍｲ 筑波大学 長崎

7 400m 森　周志 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 北海道栄高等学校 北海道

8 800m 鳥居　風樹 ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 中京大学附属中京高等学校 愛知

9 1500m 半澤　黎斗 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾚｲﾄ 早稲田大学 福島

10 5000m 田澤　廉 ﾀｻﾞﾜ ﾚﾝ 青森山田高等学校 青森

11 5000m 鈴木　聖人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 明治大学 茨城

12 10000m 三浦　拓朗 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 中央大学 兵庫

13 10000m 中谷　雄飛 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 早稲田大学 長野

14 3000mSC 山本　嵐 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 城西大学 長野

15 3000mSC 吉田　匠 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 早稲田大学 京都

16 110mH 樋口　陸人 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 法政大学 奈良

17 400mH 白尾　悠祐 ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ 順天堂大学 群馬

18 400mH 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 日本大学 東京

19 10000W 坂崎　翔 ｻｶｻﾞｷ ｼｮｳ 平成国際大学 三重

20 走高跳 板東　琉太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ 立教大学 香川

21 走高跳 友利　響平 ﾄﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ 環太平洋大学 沖縄

22 棒高跳 石橋　和也 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 清和大学 千葉

23 棒高跳 尾崎　駿翔 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 日本体育大学 東京

24 棒高跳 石川　祐介 ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 筑波大学 香川

25 走幅跳 酒井　由吾 ｻｶｲ ﾕｳｺﾞ 慶應義塾大学 東京

26 走幅跳 小田　大雅 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 福岡大学 神奈川

27 三段跳 泉谷　駿介 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 順天堂大学 神奈川

28 砲丸投 稻福　颯 ｲﾅﾌｸ ﾊﾔﾃ 岐阜市立岐阜商業高等学校 岐阜

29 砲丸投 松田　貫汰 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾀ 咲くやこの花高等学校 大阪

30 円盤投 山下　航生 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 岐阜市立岐阜商業高等学校 岐阜

31 円盤投 阿部　敏明 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 日本大学 新潟

32 ハンマー投 中村　美史 ﾅﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 中京大学 兵庫

33 ハンマー投 服部　優允 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 中京大学 兵庫

34 やり投 中村　健太郎(☆) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 清風南海高等学校 大阪

35 やり投 畦地　将史 ｱｾﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 慶應義塾大学 千葉

36 十種競技 原口　凛 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾘﾝ 国士舘大学 神奈川

37 十種競技 山下　朋紀 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 金光学園高等学校 岡山

■女子（34名）

No. 種目 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属名 登録陸協

1 100m 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大阪成蹊大学 岡山

2 100m 兒玉　芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 福岡大学 大分

3 200m 山田　美来 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 日本体育大学 岩手

4 400m 奥村　ユリ ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ 青山学院大学 群馬

5 800m 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 立命館大学 京都

6 800m 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 東大阪大学 大阪

7 1500m 廣中　璃梨佳 ﾋﾛﾅｶ ﾘﾘｶ 長崎商業高等学校 長崎

8 1500m 髙松　智美　ムセンビ(☆) ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐ ﾑｾﾝﾋﾞ 名城大学 大阪

9 3000m 田中　希実 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ ND28AC 兵庫

10 3000m 和田　有菜 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 名城大学 長野

11 5000m 矢田　みくに ﾔﾀﾞ ﾐｸﾆ デンソー 三重

12 5000m 加世田　梨花 ｶｾﾀﾞ ﾘｶ 名城大学 千葉

13 3000mSC 野末　侑花 ﾉｽｴ ﾕｶ 北九州市立高等学校 福岡

14 100mH 吉田　唯莉 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾘ 筑波大学 石川

15 400mH 村上　夏美 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 早稲田大学 千葉

16 400mH 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 早稲田大学 秋田

17 400mH 吉田　佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 駿河台大学 岐阜

18 10000W 藤井　菜々子(☆) ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｺ エディオン 広島

19 10000W 籔田　みのり ﾔﾌﾞﾀ ﾐﾉﾘ 西宮高等学校 兵庫

20 走高跳 高橋　渚 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 日本大学 東京

21 棒高跳 山地　里奈 ﾔﾏﾁﾞ ﾘﾅ 観音寺第一高等学校 香川

22 棒高跳 田中　伶奈 ﾀﾅｶ ﾚﾅ 観音寺第一高等学校 香川

23 走幅跳 高良　彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 園田学園高等学校 兵庫

24 走幅跳 北田　莉亜 ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 摂津高等学校 大阪

25 走幅跳 吉岡　美玲 ﾖｼｵｶ ﾐﾚｲ 筑波大学 石川

26 三段跳 中村　紗華 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 順天堂大学 神奈川

27 砲丸投 大野　史佳 ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 西武台高等学校 埼玉

28 砲丸投 尾山　和華 ｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 福岡大学 兵庫

29 円盤投 城間　歩和 ｼﾛﾏ ﾎﾉｶ 中部商業高等学校 沖縄

30 ハンマー投 菊池　美緒 ｷｸﾁ ﾐｵ 福岡大学 宮城

31 やり投 武本　紗栄 ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 大阪体育大学 兵庫

32 やり投 長　麻尋(☆) ｵｻ ﾏﾋﾛ 国士舘大学 和歌山

33 やり投 兵藤　秋穂 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾎ 筑波大学 宮城

34 七種競技 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 日本体育大学 山口

（☆）ダイヤモンドアスリート


