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2021 年 7 月 2 日 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

東京 2020 オリンピック 日本代表選手内定について 

平素より本連盟の諸事業にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

本年 7月 30日（金）から 8月 8日（日）に開催される、東京 2020オリンピック競技大会に派遣

する日本代表選手につきまして、7月 1日（木）にワールドアスレティックスから発表された、個

人種目並びにリレー種目の出場資格の確定を受け、本日強化委員会を開催し、新たに 30名が内定

いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 

【大会名】東京 2020オリンピック競技大会 

【大会期間】2021年 7月 30日（金）～8月 8日（日） 

【開催場所】東京 

【特設サイト】https://www.jaaf.or.jp/olympic/tokyo2020/ 

■東京 2020 オリンピック競技大会 選考要項

▼詳細はこちら

https://www.jaaf.or.jp/news/article/14004/

■東京 2020 オリンピック競技大会トラック＆フィールド種目日本代表選手選考要項

▼詳細はこちら

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/201907/01_171958.pdf

■【重要】ワールドアスレティックスより東京オリンピック参加資格取得期間に関するお知らせ

  https://www.jaaf.or.jp/news/article/13758/ 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

公益財団法人日本陸上競技連盟 担当：平野/高橋/和賀/石田 

Email：press@jaaf.or.jp 
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7月2日内定者 種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 資格記録 生年月日 五輪代表年

100m 多田 修平 タダ シュウヘイ 大阪 住友電工 10.01 1996年6月24日 初

100m 山縣 亮太 ヤマガタ リョウタ 東京 セイコー 9.95 1992年6月10日 2012年、2016年

〇 100m 小池 祐貴 コイケ ユウキ 大阪 住友電工 9.98 1995年5月13日 初

〇 200m 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 在外 TumbleweedTC 20.08 1999年3月6日 初

〇 200m 山下 潤 ヤマシタ ジュン 東京 ＡＮＡ 20.40 1997年8月23日 初

〇 200m 飯塚 翔太 イイヅカ ショウタ 静岡 ミズノ 20.29 1991年6月25日 2012年、2016年

〇 400m ウォルシュ ジュリアン ウォルシュ ジュリアン 埼玉 富士通 45.13 1996年9月18日 2016年

〇 5000m 松枝 博輝 マツエダ ヒロキ 千葉 富士通 13:24.8 1993年5月20日 初

〇 5000m 坂東 悠汰 バンドウ ユウタ 千葉 富士通 13:18.5 1996年11月21日 初

10000m 相澤 晃  アイザワ アキラ 宮崎 旭化成 27:18.75 1997年7月18日 初

10000m 伊藤 達彦 イトウ タツヒコ 埼玉 Honda 27:25.73 1998年3月23日 初

110mH 泉谷 駿介 イズミヤ シュンスケ 神奈川 順天堂大学 13.06 2000年1月26日 初

110mH 金井 大旺 カナイ タイオウ 福井 ミズノ 13.16 1995年9月28日 初

110mH 高山 峻野 タカヤマ シュンヤ 東京 ゼンリン 13.25 1994年9月3日 初

400mH 黒川 和樹 クロカワ カズキ 山口 法政大学 48.68 2001年6月17日 初

400mH 安部 孝駿 アベ タカトシ 群馬 ヤマダホールディングス 48.80 1991年11月12日 初

〇 400mH 山内 大夢 ヤマウチ ヒロム 福島 早稲田大学 48.84 1999年8月24日 初

3000m障害物 三浦 龍司 ミウラ リュウジ 島根 順天堂大学 8:15.99 2002年2月11日 初

3000m障害物 山口 浩勢 ヤマグチ コウセイ 愛知 愛三工業 8:19.96 1991年8月19日 初

3000m障害物 青木 涼真 アオキ リョウマ 埼玉 Honda 8:20.70 1997年6月16日 初

〇 走高跳 戸邉 直人 トベ ナオト 東京 JAL 2m31(i) 1992年3月31日 初

〇 走高跳 衛藤 昂 エトウ タカシ 三重 味の素ＡＧＦ 2ｍ30 1991年2月5日 2016年

〇 棒高跳 江島 雅紀 エジマ マサキ 東京 富士通 5ｍ71 1999年3月6日 初

〇 棒高跳 山本 聖途 ヤマモト セイト 愛知 トヨタ自動車 5ｍ70(i) 1992年3月11日 2012年、2016年

走幅跳 橋岡 優輝 ハシオカ ユウキ 東京 富士通 8m36 1999年1月23日 初

走幅跳 津波 響樹 ツハ ヒビキ 徳島 大塚製薬 8m23 1998年1月21日 初

走幅跳 城山 正太郎 シロヤマ ショウタロウ 北海道 ゼンリン 8m40 1995年3月6日 初

〇 やり投 小南 拓人 コミナミ タクト 茨城 染めQ 82ｍ52 1995年7月26日 初

20㎞競歩 山西 利和 ヤマニシ トシカズ 愛知 愛知製鋼 1:17:15 1996年2月15日 初

20㎞競歩 池田 向希 イケダ コウキ 宮崎 旭化成 1:17:25 1998年5月3日 初

20㎞競歩 高橋 英輝 タカハシ エイキ 千葉 富士通 1:18:00 1992年11月19日 2016年

50㎞競歩 川野 将虎 カワノ マサトラ 宮崎 旭化成 3:36:45 1998年10月23日 初

50㎞競歩 丸尾 知司 マルオ サトシ 愛知 愛知製鋼 3:37:39 1991年11月28日 初

50㎞競歩 勝木 隼人  カツキ ハヤト 埼玉 自衛隊体育学校 3:42:34 1990年11月28日 初

マラソン 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 東京 富士通 2:11:28 1992年9月16日 初

マラソン 服部 勇馬 ハットリ ユウマ 愛知 トヨタ自動車 2:11:36 1993年11月13日 初

マラソン 大迫 傑 オオサコ スグル 東京 Nike 2:05:29 1991年5月23日 2016年

〇 4×100mR 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 東京 日本生命 10.01 1995年12月15日 2016年

〇 4×100mR デーデー ブルーノ デーデー ブルーノ 長野 東海大学 10.19 1999年10月7日 初

〇 4×400mR 川端 魁人 カワバタ カイト 三重 三重教員AC 45.75 1998年8月17日 初

〇 4×400mR 佐藤 拳太郎 サトウ ケンタロウ 埼玉 富士通 45.61 1994年11月16日 2016年

〇 4×400mR 鈴木 碧斗 スズキ アオト 埼玉 東洋大学 45.94 2001年5月30日 初

〇 4×400mR 伊東 利来也 イトウ リクヤ 千葉 三菱マテリアル 45.85 1998年11月10日 初

代表内定選手

<男子43名＞



7月2日内定者 種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 資格記録 生年月日 五輪代表年

〇 1500m 4:08.39

5000m 15:00.01

〇 1500m 卜部 蘭 ウラベ ラン 東京 積水化学 4:10.52 1995年6月16日 初

5000m 15:05.40

10000m 31:11.75

〇 5000m 萩谷 楓 ハギタニ カエデ 大阪 エディオン 15:11.84 2000年10月10日 初

10000m 新谷 仁美 ニイヤ ヒトミ 東京 積水化学 30:20.44 1988年2月26日 2012年

10000m 安藤 友香 アンドウ ユカ 京都 ワコール 31:18.18 1994年3月16日 初

〇 100mH 寺田 明日香 テラダ アスカ 大阪 ジャパンクリエイト 12.87 1990年1月14日 初

〇 100mH 青木 益未 アオキ マスミ 宮城 七十七銀行 12.87 1994年4月16日 初

〇 100mH 木村 文子 キムラ アヤコ 広島 エディオン 13.11 1988年6月11日 2012年

〇 3000ｍ障害物 山中 柚乃 ヤマナカ ユノ 愛媛 愛媛銀行 9:41.84 2000年12月25日 初

やり投 北口 榛花 キタグチ ハルカ 東京 JAL 66m00 1998年3月16日 初

20㎞競歩 岡田 久美子 オカダ クミコ 東京 ビックカメラ 1:27:41 1991年10月17日 2016年

20㎞競歩 藤井 菜々子 フジイ ナナコ 大阪 エディオン 1:28:58 1999年5月7日 初

〇 20㎞競歩 河添 香織 カワゾエ　カオリ 埼玉 自衛隊体育学校 1:31:10 1995年9月30日 初

マラソン 前田 穂南 マエダ ホナミ 岡山 天満屋 2:23:30 1996年7月17日 初

マラソン 鈴木 亜由子 スズキ アユコ 東京 日本郵政グループ 2:29:02 1991年10月8日 2016年

マラソン 一山 麻緒 イチヤマ マオ 京都 ワコール 2:20:29 1997年5月29日 初

〇 4×100mR 兒玉 芽生 コダマ メイ 大分 福岡大学 11.46 1999年6月8日 初

〇 4×100mR 鶴田 玲美 ツルタ レミ 鹿児島 南九州ファミリーマート 11.80 1997年4月18日 初

〇 4×100mR 齋藤 愛美 サイトウ アミ 岡山 大阪成蹊大学 11.61 1999年8月26日 初

〇 4×100mR 青山 華依 アオヤマ ハナエ 大阪 甲南大学 11.56 2002年8月26日 初

〇 4×100mR 石川 優 イシカワ ユウ 神奈川 青山学院大学 11.48 2002年11月17日 初

種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 資格記録 生年月日 五輪代表年

100m 桐生 祥秀 キリュウ ヨシヒデ 東京 日本生命 10.01 1995年12月15日 2016年

200m 小池 祐貴 コイケ ユウキ 大阪 住友電工 20.24 1995年5月13日 -

110ｍH 村竹 ラシッド ムラタケ ラシッド 千葉 順天堂大学 13.28 2002年2月6日 -

400mH 豊田 将樹 トヨダ マサキ 東京 富士通 48.87 1998年1月17 -

20㎞競歩 古賀 友太 コガ ユウタ 福岡 明治大学 1:18:42 1999年7月15日 -

50㎞競歩 小林 快  コバヤシ カイ 新潟 新潟アルビレックス RC 3:43:31 1993年2月28日 -

マラソン 大塚 祥平 オオツカ ショウヘイ 福岡 九電工 2:07:38 1994年8月13日 -

4×100mR 栁田 大輝 ヤナギタ ヒロキ 群馬 東京農業大学  第二高等学校 10.22 2003年7月25日 -

4×400mR 池田 弘佑 イケダ コウスケ 鳥取 あすなろ会 46.45 1995年4月21日 -

種目 氏名 フリガナ 登録陸協 所属 資格記録 生年月日 五輪代表年

5000ｍ 木村 友香 キムラ トモカ 東京 資生堂 15:19.99 1994年11月12日 -

マラソン 松田 瑞生 マツダ ミズキ 大阪 ダイハツ 2:21:47 1995年5月31日 -

4×100mR 壹岐 あいこ イキ アイコ 滋賀 立命館大学 11.59 2000年11月27日 -

※補欠登録選手は、7月28日以降各種目のファイナルコンファメーション提出期限までは疾病・負傷等の理由に限り代表選手との交替可能。

※資格記録については、ワールドアスレティックスが設定する参加資格取得期間内の最高記録。

〇10000m、混成競技、20㎞競歩： 2019 年 1 月 1 日～2020 年 4 月 5 日、2020 年 12 月 1 日～2021 年 6 月 29 日

　○マラソン・50㎞競歩：2019年1月1日～2020年4月5日、2020年12月1日～2021年5月31日

　○その他の種目：2019 年 5 月 1 日～2020 年 4 月 5 日、2020 年 12 月 1 日～2021 年 6 月 29 日

※i：室内大会での記録

※登録陸協は2021年度の本連盟登録による。

＜女子3名＞

＜女子22名＞

＜男子9名＞

補欠登録選手

初

廣中 璃梨佳 ヒロナカ リリカ 東京 日本郵政グループ 2000年11月24日 初

田中 希実 タナカ ノゾミ 兵庫 豊田自動織機TC 1999年9月4日


