
競技種目 平成25年8月8日

【 選　手 】

NO 種　目 入賞ライン 選　　手 所　属 今季自己記録 備考（全国ランキング・成績等）

1-1 100m １０”４０ 川面　聡大 ミズノ １０”３３ 日本選手権５位

1-2 400m ４６”００ 川面　聡大 ミズノ

2 800m １’５１”００ 横田　真人 富士通 １’４７”７２ 日本記録保持者

3 110mＨ １３”９０ 八幡　賢司 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ １３”７７ 東日本実業団優勝

4 400mH ５１”００ 宮尾　幸太郎 日本大４ ５０”６３ 関東学生３位

5 走高跳 ２ｍ１０ 醍醐　直幸 ﾆｭｰﾓｰﾄﾞ ２ｍ１２ 日本記録保持者

6 走幅跳 ７ｍ６０ 猿山　力也 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ ７ｍ８７ 日本選手権４位

7 成少共通 ４×１００mR ４０”３０ 女部田　亮 中央大４ １０”３０ 日本選手権出場

8 100m １０”６５ 林　謙太郎 八王子高３ １０”６４ インターハイ準決勝進出

9-1 走幅跳 ７ｍ３５ 井関　慶人 東京高２ ７ｍ０４ インターハイ出場

9-2 三段跳 １４ｍ９０ 井関　慶人 東京高２ １４ｍ９１ インターハイ出場

10-1 砲丸投 １５ｍ８０ 安藤　夢 東京高２ １６ｍ０４ インターハイ５位

11 200m ２２”３０ 大嶋　健太 東京高１ ２１”３２ インターハイ６位

12 3000m ８’２７”００ 齋藤　雅英 早稲田実業高１ ８’３２”７３ 昨年度関東中学1500ｍ優勝

13 走幅跳 ６ｍ９０ 中村　健士 都調布北高１ ７ｍ１０ 高校１年生全国ランキング２位

14 800m １’５３”００ 戸澤　文也 城西大城西高３ １’５１”６３ インターハイ３位

15 5000mW ２１’２５”００ 山口　壱平 東京実業高３ ２０’４８”０５ インターハイ６位

10-2 円盤投 ４６ｍ００ 安藤　夢 東京高２ ４８ｍ９５ インターハイ４位

1 100m １１”９０ 藤森　安奈 青山学院大１ １１”６８ アジア選手権代表

2-1 400m ５５”１０ 西野　愛梨 東学大４ ５５”７６

3 800m ２’０７”００ 須永　千尋 資生堂 ２’０５”２２ 東日本実業団優勝、日本ランキング２位

4 5000ｍ １５’５０”００ 横沢　永奈 第一生命 １５’４４”９９ 日本ランキング14位

2-2 400mＨ ５８”５０ 西野　愛梨 東学大４ ５８”８０ 関東学生２位、日本ランキング７位

5 10000mＷ ４８’００”０ 道口　愛 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞAC ４６’０２” ２０ＫｍＷ日本ランキング８位

6 三段跳 １２ｍ７０ 岡野　菜穗子 東京女子体大４ １２ｍ８１ 日本選手権５位　１２ｍ７０

7 成少共通 ４×１００mR ４６”００ 坂内　睦 東女体大A・C １１”９０ 日本選手権出場

8 100m １２”１０ 高森　真帆 東京高３ １２”０４ インターハイ８位

9-1 400m ５５”００ 伊藤　明子 田園調布学園高３ ５６”０１

10 200m ２５”００ ｴﾄﾞﾊﾞｰ･ｲﾖﾊﾞ 東京高１ ２５”０１ １００ｍ　インターハイ出場

11 100mＹＨ １４”３５ 澤田イレーネ・オギモンギ 都文京高１ １４”００ インターハイ準決勝進出

12 走幅跳 ５ｍ６０ 高橋　このか 白梅学園高１ ５ｍ６８ 高校１年生全国ランキング４位　インターハイ混成７位

13 800m ２’１０”００ 卜部　蘭 白梅学園高３ ２’０８”５１ インターハイ４位

9-2 走高跳 １ｍ７５ 伊藤　明子 田園調布学園高３ １ｍ７５ 日本ランキング６位　インターハイ混成４位

14 砲丸投 １３ｍ３０ 長沼　瞳 郁文館高３ １４ｍ１２ インターハイ優勝

【 スタッフ 】

ＮＯ 氏　名 備　　　　考

1 団　長 田中　利雄 立川陸協 東陸代表理事

2 総　務 野澤　恒雄 有楽陸友 東陸常務理事

3 総監督 大村　邦英 東京高教 東陸常務理事 公認コーチ

4 副監督 遠藤　道男 白梅学園高教 東陸国体必勝委員会副委員長 公認上級コーチ

5 副監督 中村　孝生 ＤｅＮＡ 東陸理事 普及強化副委員長

6 男子監督 小林　隆雄 東京高教 東陸普及強化委員 公認コーチ

7 女子監督 下山　良成 あきる野西中教 東陸理事 普及強化副委員長 公認上級コーチ

8 山下　佐知子 第一生命 東陸理事 国体・女子駅伝担当

9 西川路　健児 本郷高教 東陸国体必勝委員 公認コーチ

10 井部　誠一 日本大学職員 東陸国体必勝委員

11 鈴木　茂雄 日女体大ｺｰﾁ 東陸国体必勝委員 公認上級コーチ

12 倉持　昇一 打越中教 東陸国体必勝委員 都中体連強化委員長 公認コーチ

13 野村　智宏 岩倉高教 東陸国体必勝委員

14 渡辺　大輔 八王子高教 東陸国体必勝委員

15 山村　貴彦 城西大城西高教 東陸国体必勝委員

16 新井　智之 明星学園高教 東陸国体必勝委員

17 下平　芳弘 白梅学園高教 東陸国体必勝委員

18 小林　直恵 東京高教 東陸国体必勝委員

19 粟屋　澄江 東京ラビッツ 東陸国体必勝委員

20 征矢　範子 筑波大附高教 東陸国体必勝委員 都高体連強化副委員長

21 常友　綾二 リニアート

22 奥　佳代 リニアート

23 研究班 黒木　義郎 巣鴨高教 東陸国体必勝委員

24 橋口　広忠 大妻多摩中高教 東陸国体必勝委員 都高体連強化副委員長 公認コーチ

25 千野　達也 保善高教 東陸国体必勝委員

26 馬場　孝 桜門陸友会 東陸国体必勝委員

27 川島　康男 日工大駒場教 東陸国体必勝委員
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