２０１１年２月４日

２０１１年シーズン ミズノ陸上チーム新編成

「ミズノトラッククラブ」「チーム ミズノ アスレティック」新メンバー
ミズノでは、社員選手で構成する「ミズノトラッククラブ」と会社が運営するクラブチーム
「チーム ミズノ アスレティック」
（略称：チームミズノ）を組織し、活動していますが、２０
１１年シーズンに向けたメンバーが決まりましたのでご報告します。

より多くの有望な選手に競技を続ける環境の提供を目指して、昨シーズンから「チーム
ミズノ」を「ミズノトラッククラブ」の下部組織として位置づけて来ましたが、今シーズ
ンから石塚祐輔、鈴木崇文（以上チームミズノ）の２選手が「ミズノトラッククラブ」へ
加わります。
また、
「チームミズノ」には新規に５選手が加入します。
詳細は以下のとおりです。

【両チーム部長 上治丈太郎（ミズノ株式会社専務取締役）のコメント】
「チームミズノ所属の 2 名をミズノトラッククラブに加え、２０１１年シーズンは室伏広治を
主将とし１２名のメンバー編成で今シーズンを迎えることとなりました。
また、
チームミズノに５名の有望な選手も加入。
両チームのメンバーにはアジア選手権
（神戸）
、
世界選手権（テグ）での活躍を大いに期待しています。
また、競技力を高めることは元より、日本陸上界に少しでも貢献できる、成熟した陸上人とし
て成長して欲しいと思います」
。

（マスコミのお問合せ先）
東京広報課 高橋・木水

TEL:０３－３２３３－７０３７

大阪広報課 薬師寺・木村 TEL:０６－６６１４－８３７３
＊ミズノ・インターネット情報は－http://www.mizuno.co.jp
＊ミズノトラッククラブ情報は―http://www.mizuno.co.jp/mtc

【ミズノトラッククラブ】
１９８９年に創設、これまでにオリンピックでは室伏広治が金メダル１、末續慎吾が
銅メダル１の合計２つのメダルを、世界選手権でも合計３つのメダルを獲得しています。
これからも世界で活躍できるチームを目指していきます。
★印は２０１１年度からの新規メンバーです
選手名

種目

自己ベスト記録

主な大会出場、成績など

※印は日本記録

室伏 広治

ハンマー投

84m86cm※

2004 年アテネ五輪金メダル
2008 年北京五輪５位

末續 慎吾
内藤 真人

短距離
110m ﾊｰﾄﾞﾙ

10 秒 03

100m

2003 年パリ世界陸上銅メダル

20 秒 03※ 200ｍ

2008 年北京五輪銅メダル

13 秒 43

2004 年アテネ五輪代表
2008 年北京五輪代表

大橋 祐二

110m ﾊｰﾄﾞﾙ

13 秒 55

2009 年日本選手権３位
2010 年日本選手権４位

成迫 健児

400m ﾊｰﾄﾞﾙ

47 秒 93

2008 年北京五輪代表、
2009 年ベルリン世界陸上代表

小池 崇之

400m ﾊｰﾄﾞﾙ

49 秒 23

2005 年ユニバーシアード２位
2010 年日本選手権３位

菅井 洋平

走幅跳

8m10cm

2010 年日本選手権優勝
2010 年広州アジア大会４位

信岡沙希重
室伏 由佳
絹川 愛

短距離

11 秒 47

100m

2007 年大阪世界陸上代表

23 秒 33

200ｍ

2008 年日本選手権優勝

円盤投

58m62※

2004 年アテネ五輪代表

ハンマー投

67m77※

2007 年大阪世界陸上代表

長距離

15 分 27 秒 98 5000ｍ

2007 年大阪世界陸上代表

31 分 23 秒 21 10000m
★石塚 祐輔

短距離

20 秒 79 200ｍ

2007 年大阪世界陸上代表

46 秒 02 400m

2010 年広州アジア大会８位
（400m）

★鈴木 崇文

棒高跳

5ｍ55cm

2009 年ベルリン世界陸上代表
2010 年日本選手権優勝
2010 年広州アジア大会５位

【チーム ミズノ アスレティック】
２００５年に社外のクラブチームとして設立。陸上競技部が無い社会人選手や、所属
クラブが無い有望な選手に陸上を続けて欲しいということから、２００５年に社外のク
ラブチームとして設立。将来有望な選手への援助を行い、選手自身の生活環境に応じて
自由に練習に打ち込める環境をサポートします。また、長距離種目で第一線を退いては
いますが、ランニング教室などセカンドキャリアとしてチームミズノに加わっているメ
ンバーもおり、陸上競技全般の普及発展に貢献しています。
★印は２０１1 年シーズンからの新規メンバーです
選手名

競技種目

自己ベスト記録

主な大会出場、成績など

大橋 忠司

砲丸投

17m94cm

2009 年日本選手権４位
2010 年日本選手権４位

佐藤 友香
和田 麻希

走幅跳

6m44cm

2005 年ヘルシンキ世界陸上代表

三段跳

13m39cm

2007 年日本選手権３位（走幅跳）

短距離

11 秒 63 100m

2009 年ベルリン世界陸上代表

23 秒 67 200ｍ 2010 年日本選手権４位（200m）
荻田 大樹

棒高跳

5m56cm

2009 年東アジア大会優勝
2009 年日本選手権３位

上田 千曉

400ｍﾊｰﾄﾞﾙ

58 秒 39

2009 年日本選手権８位（400m）
2008 年日本選手権６位（400mH）

江島 成美

円盤投

50m06cm

2009 年日本インカレ優勝

飯田 将之

110m ﾊｰﾄﾞﾙ

13 秒 80

2009 年日本選手権５位
2008 年日本選手権６位

★安孫子充裕

短距離
短距離

（筑波大学）
★本多 綾

七種競技

（順天堂大学） 三段跳
★三村 有希

11 秒 67 100m

2010 年日本選手権７位

23 秒 95 200m

2010 年日本インカレ４位

5325 点

2010 年日本選手権３位（七種競技）

12m88cm

2010 年日本選手権３位（三段跳）

走幅跳

6m02cm

走高跳

1m82cm

(鹿屋体大学院)

2010 年日本選手権３位
2010 年日本インカレ優勝

（関西大学）
★田中 透

2008 年北京五輪代表(4×400m ﾘﾚｰ）

20 秒 48 200ｍ 2010 年日本選手権２位

（筑波大学）
★岡部 奈緒

10 秒 30 100m

ハンマー投

66m79cm

2010 年日本選手権４位
2010 年日本インカレ２位

【ミズノトラッククラブ新メンバー】

石塚 祐輔（いしつか ゆうすけ）
生年月日 ：１９８７年６月１９日生（２３歳）
出

身 ：土浦第三高－筑波大学－チーム ミズノ アスレティック

身長・体重：１７９ｃｍ・７２ｋｇ
種

目 ：２００ｍ、４００m

ベスト記録：２００ｍ ２０秒７９
４００ｍ ４６秒０２
主な競技歴：２００７年 大阪世界陸上代表
２００９年 日本選手権

４００ｍ ３位

２０１０年 日本選手権

４００ｍ ２位

２０１０年 広州アジア大会 ４００ｍ ８位
広州アジア大会 ４×４００ｍリレー ２位（第一走者）
【石塚祐輔コメント】
このたび、新しくミズノトラッククラブに加入するにあたり、とても身が引き締まる思
いです。今年が世界選手権、来年がオリンピックということで、更に競技に集中し、自分
を高めることができる環境で陸上競技が出来ることを大変嬉しく思います。
この気持ちを競技にぶつけて、世界選手権、オリンピックと飛躍できるよう頑張ってい
こうと思います。

鈴木 崇文（すずき たかふみ）
生年月日 ：１９８７年５月２５日生（２３歳）
出

身 ：富士宮北高（静岡）－東海大学－チーム ミズノ アスレティック

身長・体重：１８２ｃｍ・７３ｋｇ
種

目 ：棒高跳

ベスト記録：５ｍ５５ｃｍ
主な競技歴：２００９年 ベルリン世界陸上代表
２００９年 日本選手権２位
２０１０年 日本選手権優勝
２０１０年 広州アジア大会 ５位
【鈴木崇文コメント】
陸上競技を始めた当時から憧れだったミズノトラッククラブの一員に今年の春からなる
ことが出来、選手として更なる高見を目指して行きたいです。ミズノトラッククラブの先
輩方は世界でもメダルを獲得し、活躍しているので、自分自身がその中に入れたことを奢
ることなく、世界と戦えるように力をつけて頑張って行き、自分が小さい頃に憧れたよう
に、子供たちから目標とされるような人間的にも大きな選手になりたいです。更に、今年、
来年と世界陸上、オリンピックが控えているので頑張りたいです。

