2015 年 3 月 20 日

2015 年シーズン始動！

ミズノ陸上・水泳

チーム編成について

ミズノでは、会社の陸上競技部である｢ミズノトラッククラブ｣と会社が運営する｢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。2015 年シーズンの各メンバーが
決まりましたのでご報告します。ミズノ陸上チームの活躍にご期待下さい。2015 年シーズンの
メンバーは 2 枚目以降をご参照下さい。

【ミズノトラッククラブについて】
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、銅メダル 1、末續慎吾が
銅メダル 1 の合計 3 つのメダルを獲得しています。今シーズンは渡邉和也が加わり 11 名のメンバーで
活動していきます。

【チームミズノアスレティックについて】
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競技を続けられる環境を作ろう
という目的で 2005 年にミズノが運営する社外のクラブチームとして設立しました。その後も
引き続き、将来有望な選手への援助を行い、2011 年度より正式にミズノトラッククラブの下部組織
と位置づけ、優秀選手のミズノトラッククラブへの編入を制度化しました。

（報道関係者のお問合せ先）
東京広報課

木水・田村

TEL：03-3233-7037

大阪広報課

薬師寺・濱

TEL：06-6614-8373

【ミズノトラッククラブ】★印は 2015 年度【チームミズノアスレティック】からの編入選手です。
選手名
室伏

広治

種目
ハンマー投

自己ベスト

主な大会出場、成績など

84m86cm※アジア記録

＜オリンピック＞
2004 年アテネ五輪金メダル
2012 年ロンドン五輪銅メダル
＜世界陸上＞
2001 年エドモント世界陸上 2 位
2003 年パリ世界陸上 3 位
2011 年テグ世界陸上優勝

菅井

洋平

走幅跳

8m10cm

2010 年広州アジア大会 4 位
2008 年日本選手権優勝
2010 年日本選手権優勝
2011 年日本選手権優勝

石塚
荻田

祐輔
大樹

短距離
棒高跳

20 秒 79 200m

2007 年大阪世界陸上 1600mR 代表

45 秒 87 400m

2011 年テグ世界陸上 1600mR 代表

5m70cm

2013 年モスクワ世界陸上代表
2014 年日本選手権 2 位

川面
和田

聡大
麻希

短距離
短距離

10 秒 22 100m

2011 年テグ世界陸上 400mR 代表

20 秒 56 200m

2011 年日本選手権 3 位（100m）

11 秒 60 100m

2009 年ベルリン世界陸上 400mR 代表

23 秒 67 200m

2013 年全日本実業団 100m2 位
2014 年全日本実業団 100m1 位

市川

華菜

短距離

11 秒 43 100m

2011 年テグ世界陸上代表

23 秒 51 200m

2012 年ロンドン五輪代表
2014 年仁川アジア大会
400mR3 位・1600mR2 位

飯塚

翔太

短距離

10 秒 22 100m

2012 年ロンドン五輪代表

20 秒 21 200m

2013 年モスクワ世界陸上代表
2014 年仁川アジア大会
400mR2 位・1600mR 優勝

ディーン 元気

槍投

84m28cm

2012 年ロンドン五輪 10 位
2012 年日本選手権優勝

啓佑

400mH

49 秒 15

2013 年カザンユニバーシアード 6 位

★渡邉 和也

短距離

45 秒 71

2014 年アジア大会代表

野澤

2014 年日本選手権 2 位

■編入選手
・渡邉 和也（わたなべ

かずや）生年月日：1988 年 7 月 20 日

出身：宮城県立柴田高（宮城）－東北福祉大学－東北福祉大学院－チームミズノアスレティック
－ミズノトラッククラブ
■退部選手
・末續 慎吾（すえつぐ しんご）種目：短距離
個人競技者として熊本陸上競技協会に登録し陸上競技を続けます。また今後も引き続きミズノ品
のプロモーションにも協力してもらいます。

・本人コメント
「これまでミズノトラッククラブの一員として活動して参りましたが、ミズノを退社しこれから
は真のプロアスリートを目指し競技活動を続けていきます。今までクラブのメンバー・スタッフ
と時間を共有出来た事に感謝する気持ちと共に、私の決意を後押ししてくださったミズノ及び
関係者の皆様に心から感謝しています。これからまだ競技生活は続きますが、これまで同様
末續慎吾を応援していただけると幸いです」。

・安孫子 充裕（あびこ みつひろ）種目：短距離
所属先は未定ですが、今後も陸上競技を続けます。

・絹川 愛（きぬかわ めぐみ）種目：長距離
所属先は未定ですが、今後も陸上競技を続けます。

【チームミズノアスレティック】
選手名
田中 透

競技種目
ハンマー投

自己ベスト

主な大会出場、成績など

68m59cm

2013 年日本選手権 4 位
2013 年全日本実業団 3 位

尾又 平朗

走高跳

2m22cm

2014 年日本選手権 4 位
2014 年全日本実業団優勝

村田 龍
芝田 陽香

十種競技

7485 点

2011 年日本選手権 4 位

400mH

57 秒 68

2013 年東アジア大会 4 位
2014 年日本選手権 4 位

松下 祐樹

400mH

49 秒 71

2014 年全日本実業団 5 位

【両チームのスタッフ】
部長 上治 丈太郎 （ミズノ株式会社

相談役）

監督 中村 哲郎

スポーツプロモーション部 専任部長）

（ミズノ株式会社

マネージャー 長谷川 順子 （ミズノ株式会社

スポーツプロモーション部）

また、選手のより良い練習環境を提供していくと共に日本競泳界の発展に貢献することを基本方針
に活動している「ミズノスイムチーム」は白井裕樹、福留尚子、星奈津美、山本耕平、石橋千彰の
5 名で 2015 年度の競技活動を行っていきます。

【チームスタッフ】
部長

上治 丈太郎（ミズノ株式会社 相談役）

監督

緒方 茂生（ミズノ株式会社

スポーツプロモーション部）

アシスタントコーチ 寺川 綾（ミズノ株式会社

スポーツプロモーション部）

