
期日： 令和3年9月17日(金)～19日(日)
場所： 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

中京大 　6909 日大　6908

市川　翔太 ④ 前川　斉幸④ 山下　朋紀 ③ 柴田　 一瞬M1　18位　6430
田上　駿M2　　　DNF立命大　7250 東海大 　7220 国士大　7178 中京大 　7130 順大　7008 福岡大 　6923

十種競技
川元莉々輝② 森口　諒也M1 原口　凜④ 岩崎　将真④ 佐田　征義③

鐘ヶ江　周④
福岡　　　駿③　10位67ｍ60

九州共立大 　73ｍ98 九州共立大 　72ｍ57 大体大　71ｍ94 大体大　70ｍ70 筑波大　70ｍ31 九州共立大 　70ｍ25 法大　69ｍ16 慶大　69ｍ07
やり投

吉野　壱圭① 鈴木　凜① 片川　志遠④ 秦　康太③ 堤　洸太郎② 鈴木　　文人④ 齋藤　一樹④

ハンマー投
石坂　奨真③ 中安　琢登③ 藤本　智大④ 川合　 隆誠③11位60ｍ66

石川　　諒④　ＮＭ九州共立大 　70ｍ58 日大　66ｍ26 中京大 　65ｍ82 九州共立大 　65ｍ60 岐阜協立大 　63ｍ86 順大　63ｍ86

中川　達斗M1 久門　大起③ 山川　滉心② 小田　航平④ 佐々木秀斗 ③

京産大　62ｍ71 九州共立大 　61ｍ29

藤原孝史朗② 齋藤　祥太郎②　12位　45ｍ75
篠﨑　 亮介　④　21位　44ｍ30四国大　54m18 東海大 　51m98 日大　50m84 新潟医福大　49m05 日体大　47m97 九州共立大 　47m89 国士大　47m52 九州共立大 　47m08

円盤投
幸長　慎一M2 飛川　龍雅④ 阿部　敏明④ 中町　真澄② 久保田健斗③ 山下　航生③ 三井　康平②

砲丸投
佐藤　皓人 ④ 稻福　　颯③ 幸長　慎一M2

福岡大 　17ｍ64 国士大　17ｍ17 鹿屋体大 　17ｍ05 日大　16ｍ68 東海大 　16ｍ58 日大　16ｍ30

アツオビンジェイソン① 奥村　仁志③ 金城　海斗④ 阿部　 敏明④ 岩佐　隆時⑤

中京大 　16ｍ16 四国大　15ｍ80

小田　大雅M1 岩崎　 匠海④13位　15ｍ35（ー1.0）
田中　宏祐②　17位　15ｍ07（＋0.2）近大高専　17ｍ00(＋1.3) 福岡大 　16ｍ20(0.0) 鹿屋体大 　15ｍ82(＋0.6) 仙台大 　15ｍ73(＋0.9) 千葉商科大　15ｍ70(＋0.2) 順大　15ｍ60(ー0.2) 日体大　15ｍ59(＋1.7) 福岡大 　15ｍ44(＋0.8)

三段跳
伊藤　陸S1 安立　雄斗③ 岩崎　孝史④ 對馬　勇斗④ 荒木　　基③ 外所　晴貴③ 相馬奨之介④

走幅跳
藤原　孝輝① 藤原　陸登③ 作家　弥希② 田中　隆太郎①　12位7ｍ39（＋0.7）

津藤　 広夢③　DNS近大高専　17ｍ00(＋1.3)　NGR　NUR 日大　7ｍ88(＋1.3) 順大　7ｍ73(＋0.6) 同志社大　7ｍ69(＋1.4) 福岡大 　7ｍ58(＋0.8) 東洋大 　7ｍ55(＋0.3)

伊藤　陸S1 鳥海　勇人② 泉谷　駿介④ 松本　慧佑④ 安立　雄斗③

環太平洋大 　7ｍ55(＋1.5) 駿河台大　7ｍ49(＋0.9)

筑波大　5ｍ40 日体大　5ｍ40 尾崎　駿翔 ④　日体大5ｍ30 日体大　5ｍ30 育英大 　5ｍ30 三戸田湧司③　関学大5ｍ20

今井　 朋樹③　NM
日大　2ｍ15

棒高跳
古澤　一生① 柄澤　智哉 ① 奥　　吏玖④順大　5ｍ30 大崎　洋介③ 小林　 拓巳② 石丸　 颯太M1　順大5ｍ20

中野　隼斗②　9位5ｍ20

走高跳
平塚　玄空⑥ 永島　将貴②福岡大2ｍ10

本田　基偉⑤近大高専2ｍ10
堀井　遥樹④新潟医福2ｍ10

柴田　 涼太郎③筑波大2ｍ10
宅間　泰河 ③大阪国際大2ｍ10

藤井　稜真③筑波大2ｍ10
渡辺　尚　④東海大2ｍ10

柳原　隼④ 萬壽　春輝② 村手　光樹③ 福井　隆真④
10000mW 服部　悠平①14位42：55.20

明大39：45.90 順大40：41.57 明大41：04.29 立命大41：20.57 びわスポ大41：29.57

日大
3：09.07

城西大
3：14.29

予）7組3着3：11.41（松岡③-金田③-天野③-有上②）

古賀　友太④ 住所　 大翔④ 濱西　諒③ 石田　昴④

順大41：35.62 東学大41：40.98 一橋大41：42.77

4×400mR 東洋大
3：05.05

早大
3：05.38

駿河台大
3：06.43

法大
3：07.28

慶大
3：07.38

関学大 予）1組1着39.32　瀬尾③-木下M2-宇野②-泉谷④q
決）瀬尾③-木下M2-宇野②-泉谷④39.15 39.27 39.29 39.31 39.56 39.59 39.81 40.26

4×100mR
早大 立命大 順大 法大 東洋大 近畿大 日体大

3000mSC
花谷　そら(2) 麓　　逸希(2) 服部　壮馬(1)

順大8：32.47 神奈川大8：44.00 筑波大8：44.57 早大8：47.21 山梨学大8：52.47 福岡大8：52.50

三浦　龍司(2) 西方　大珠(4) 松村　匡悟(3) 諸冨　　湧(1) 中込　　空(2)

東国大8：54.52 順大9：02.67

出口　晴翔②予）2組1着50.43　Q　準）3組1着50.58　Q
白尾　 悠祐④予選）1組8着54.77
小野寺　将太④　DNS早大　49.28 法大　49.51 日大　49.98 順大　50.05 同志社大　50.09 早大　50.49 日大　50.67

400mH
山内　大夢(4) 黒川　和樹(2) 山本　竜大(M2) 出口　晴翔(2) 村上　　翔(2) 田中天智龍(2) 大串　弦徳(4)

二ノ宮裕平(4) 泉谷駿介④予）1組1着13.44（+0.1）Q　準）1組1着13.74（＋1.0）Q
村竹ラシッド②予)5組1着13.59（+0.5）Q　準）3組1着13.55（+1.4）Q
菅谷拓海②予）2組5着14.36（－0.0）(＋1.4) 順大　13.29　NGR 法大　13.47 順大　13.48 法大　13.63 東洋大 　13.72 日体大　13.73 立命大　13.76 京産大　13.85

110mH 泉谷　駿介(4) 横地　大雅(3) 村竹ラシッド(2) 樋口　陸人(4) 藤原　孝輝(1) 栄田　竜生(3) 徳岡　　凌(4)

10000m
嶋津　雄大(4) ﾙｶﾑｾﾝﾋﾞ(3) 吉岡　智輝(4)

駿河台大27：58.60 創価大28：00.36 武蔵野学院大28：29.48 山梨学院大28：44.50 関学大28：52.63 創価大28：53.52

ｼﾞｪｰﾑｽﾞﾌﾞﾇｶ(4) ﾌｨﾘｯﾌﾟﾑﾙﾜ(3) ﾜﾝｼﾞｸﾁｬｰﾙｽﾞｶﾏｳ(2) ﾎﾞﾆﾌｪｽﾑﾙｱ(3) 上田　颯汰(3)

東国大28：54.14 順大28：55.48

新家裕太郎(3)
野村　 優作③　9着14：11.35

青学大13：46.98 駒大13：48.57 東国大　13：48.78 第一工科大　13：54．55 筑波大　14：02.24 千葉大　14：04.16 順大　14：05.48 創価大　14：08.92
5000m

近藤幸太郎(3) 篠原倖太朗(1) 丹所　　健(3) ｱﾆｰﾀﾞｻﾚｰ(3) 杉山　魁声(4) 今江　勇人(M2) 伊豫田達弥(3)

1500m
武村　知浩(4) 林　　晃耀(1) 中井　啓太(3) 原田　 凌輔④　予）2組1着3：44.52Q

小島　 優作④　予）5組2着3：47.71Q　決）9着　3：48.63順大 3:43.00 中大 3:44.34 北大 3:45.28 広島経済大 3:45.74 中大 3:46.57 龍谷大 3:46.83

原田　凌輔(4) 山田　俊輝(2) 高橋　佑輔(4) 山﨑　優希(3) 谷澤　竜弥(4)

城西大 3:47.35 環太平洋大　3：47.72

安倍　優紀(2) 根本　 大輝④　予）2組2着　1：49.67Q　準）3組1着1：49.59　Q
中山　 健介③　予）5組1着　1：51.67Q　準）1組6着1：52.92
鵜澤　 葉月③　予）1組6着　1：52.02東海大1：50.47 法大　1：51.07 環太平洋大1：51.48 順大　1：51.61 関西大1：51.83 近畿大 1：52.31 広島経済大1：52.81 東海大1：54.80

800m
飯澤　千翔(3) 松本　純弥(3) 源　　裕貴(4) 根本　大輝(4) 松本　　駿(3) 三木　秀斗(4) 山﨑　優希(3)

400m
柴崎　悠斗(4) 陰山　彩大(3) 小竹　理恩(4) 葛西　蔵輝②　予）2組6着50.48

山﨑　 稔侍③　予）9組7着49.46
松岡　 知紀③　予）DNS東京理科大 　46.35 大体大　46.59 東洋大 　47.02 日大　47.12 作新学院大 　47.24 東洋大 　47.39

友田　真隆(1) 岩崎　立来(3) 中島佑気ｼﾞｮｾﾌ(2) 荘司　晃佑(3) 中里　将基(3)

日大　47.75 早大　47.83

木下　 裕貴M1　予）4組1着21.37（+0.8）Q　準）1組7着21.44（＋0.9）
金田　 理希③　予）8組4着21.36（＋0.7）ｑ　準）2組8着21.48（＋1.4）
瀬尾　 英明③　DNS(＋1.3) 城西大　20.50 近畿大 　20.69 環太平洋大 　20.78 早大　20.88 明大　20.92 早大　20.92 日体大　20.92 東海大 　20.97

200m 鈴木　涼太(4) 上山　紘輝(4) 池下　航和(1) 松本　　朗(4) 木村　颯太(2) 三浦励央奈(3) 井澤　竜二(3) 井本　佳伸(4)

瀬尾　 英明③　予）5組1着　10.46（+0.2）Q　準）1組3着10.36（+1.6）ｑ
宇野　勝翔②　予）2組2着　10.47（＋0.2）Q　準）3組3着10.41(+1.1)(-0.2) 東洋大 　10.33 城西大　10.34 早大　10.35 関学大　10.37 立命大　10.41 順大　10.45 関西大　10.50 日体大　10.67

100m 鈴木　碧斗(2) 鈴木　涼太(4) 三浦励央奈(3) 桒原　拓也(4) 佐々木啓輔(4) 瀬尾　英明(3) 本多　諒平(4) 林　　拓優(4)
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期日： 令和3年9月17日(金)～19日(日)
場所： 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

安達　杏香(4)

日体大 　5525 東女体大 　5097 中京大 　5029 中京大 　5010 至学館大 　4984 中大 　4887 国士舘大 　4850 武庫川女子大 　4815
七種競技

大玉　華鈴(4) 中村　雪乃(4) 水谷　佳歩(3) 猪岡　真帆(4) 田中　友梨(2) 梶木菜々香(3) 濱口　実玖(2)

やり投
中村　　怜(1) 桒原千賀子(4) 兵藤　秋穂(4)

大体大 　59m90 福岡大 　58m72 九州共立大 　57m40 九州共立大 　56m51 国士舘大 　56m47 東大阪大 　54m16

武本　紗栄(4) 上田　百寧(4) 山下実花子(M2) 山元　祐季(3) 長　　麻尋(4)

園田学女大　52m33 筑波大　51m30

尾﨑　琴音(1)

国際武道大 　59ｍ72 筑波大　58ｍ76 九州共立大 　58ｍ42 大体大 　57ｍ69 大体大 　56ｍ87 九州共立大 　56ｍ07 新潟医福大　55ｍ37 日大　55ｍ16
ハンマー投

松島　成美(4) 渡邉ももこ(3) 勝冶　玲海(2) 高橋　沙湖(M2) 大濱　未結(1) 谷内　佳那(4) ｴﾊﾟｻｶﾃﾚｻ(3)

円盤投
西山　藍那(2) 大迫　晴香(3) 平野　優花(4)

四役　ひかり④18位40ｍ92
東女体大 　54ｍ18 九州共立大 　52ｍ63 九州共立大 　48ｍ77 日体大 　48ｍ29 中京大 　46ｍ85 筑波大　46ｍ07

齋藤　真希(3) 郡　菜々佳(M2) 城間　歩和(3) 荒野　幸帆(4) 近藤　沙南(4)

国士舘大 　45ｍ94 日体大 　45ｍ48

日夏　涼香(1)

埼玉大 　16ｍ37 日大　15ｍ75 九州共立大 　15ｍ30 九州共立大 　15ｍ12 九州共立大 　15ｍ10 大体大 　14ｍ63 国士舘大 　14ｍ47 福岡大 　14ｍ20
砲丸投

大野　史佳(3) 小山田芙由子(3) 郡　菜々佳(M2) 進堂　りか(4) 髙橋　由華(M2) 岩本　真波(2) 松下ちひろ(4)

三段跳
八田　真奈(3) 吉村　月乃(4) 宮口　愛子(3) 中村　 紗華④14位1２ｍ30（+0.6）

加藤　綾乃②NM東大 　13ｍ02(＋1.0) 筑波大　12ｍ95(＋0.2) 青学大 　12ｍ80(＋1.0) 福岡大 　12ｍ77(-0.3) 武庫川女子大 　12ｍ72(＋1.0) 関西大 　12ｍ58(+0.6)

内山　咲良(6) 髙良　彩花(3) 金子史絵奈(4) 髙島真織子(4) 船田　茜理(3)

愛知教大　12ｍ53(＋0.5) 日体大 　12ｍ49(＋0.7)

吉岡　里紗（2） 中村　 紗華④　13位　5ｍ77（0.0）
堀内　瑠奈③　15位　5ｍ73（＋0.9）筑波大　6m33(+0.3) 筑波大　6m13(+0.4) 四国大　5m96(+0.3) 岐阜協立大 　5m93(+0.6) 日体大 　5m88(+0.4) 東海大北海道 　5m88(+1.5) 関西学院大 　5m87(+0.3) 中大 　5m84(+0.6)

走幅跳
髙良　彩花(3) 吉岡　美玲（4） 木村　美海(3) 小林　　聖(4) 東　　祐希(4) 小玉　葵水(3) 　松永　理沙ｼﾞｪﾆﾌｧｰ（1）

棒高跳
南部　珠璃(M1) 小林　美月(4) 諸田　佑佳（2）中大　３ｍ７０

絹村　莉子①　NM
園田学女大　4m00 園田学女大　4m00 日体大 　3m90 日体大 　3m90 日体大 　3m90 中京大 　3m80

大坂谷明里(1) 古林　愛理(1) 前川　　淳(4) 台信　　愛(2) 和田沙也夏(4)

同志社大　3m70 金子　茉央（2）福岡大３ｍ７０

井上　紗耶加②　15位　1ｍ65
中村　 紗華④　ＤＮＳ日大　1ｍ79 中京大 　1ｍ76 日体大 　1ｍ73 愛知教大　1ｍ73 環太平洋大 　1ｍ70 梅原　遥奈（3）日大１ｍ70 岸本志恵（2）日女体1ｍ70

順大49：44.95 至学館大50：13.56

走高跳
高橋　　渚(4) 齋藤みゆに(1) 大玉　華鈴(4) 渡邉　深友(1) 武山　玲奈(4) 北原　千愛（４）日女体１ｍ70 箕輪夢未（2）新潟医福大1ｍ70

杉林　　歩(2) 村上　　藍(3) 柴田　　葵(3)

武庫川女子大46：03.57 順大46：23.42 同志社大47：07.65 順大47：47.20 中京大49：25.75 阪大49：28.91

駿河台大
3：42.95

日体大
3：43.71

東大阪大
3：47.69

予）1組4着　3：54.42　松原①-安岡③-三浦②-儀藤④

10000mW
籔田みのり(2) 梅野　倖子(1) 下岡　仁美(2) 小出　佳奈(1) 上森　佳代(3)

4×400mR 立命館大
3：38.44

園田学女大
3：39.38

青学大
3：39.60

福岡大
3：40.46

大阪成蹊大
3：42.55

新潟医福大

44.51　NGR NUR 45.49 45.86 46.01 46.19 46.21 46.49 46.72
4×100mR

福岡大 立命館大 甲南大 園田学女大 駿河台大 山梨学大 作新学院大 

3000mSC
谷本　七星(1) 赤堀かりん(3) 樫原　沙紀(2)

甲本　 まお④16着10：50.34
大東大9：41.43　NGR　NUR 日体大 10：05.33 松山大10：09.16 京産大10：10.80 日体大10：11.79 名城大10：11.80

吉村　玲美(3) 宮内　志佳(2) 西山未奈美(4) 堀尾　咲月(4) 中村　朱里(3)

日体大10：13.54 筑波大10：17.41

早大 　58.57 早大 　58.83 立命館大　59.03 青学大 　59.08 山梨学大 　59.13 福岡大 　59.51 青学大 　59.69 早大1：00.60
400mH

川村　優佳(2) 関本　萌香(4) 工藤　芽衣(1) 青木　穂花(2) 大野　瑞奈(1) 津波　愛樹(4) 有賀　知春(2) 村上　夏美(4)

大久保　光(M2) 本田怜②予）4組3着14.04（+0.4）ｑ　　　　準）3組4着13.75（-0.6）
上之園結子③予）6組3着13.86（+1.0）ｑ　準）1組5着13.69（+1.5）(+1.8) 環太平洋大　13.23　NGR 国士舘大 　13.26 日体大 　13.32 青学大 　13.35 北海道教育大　13.38 東学大 　13.56 富大　13.60 日体大 　13.71

100mH 芝田　愛花(3) 玉置菜々子（3） 島野　真生(2) 中尾あゆみ(3) 村岡　柊有(4) 岩佐茉結子(1) 手塚　麻衣(2)

10000m
増渕　祐香(2) 加藤詩帆加(4) 黒田　　澪(3)

大東大　32：04.58　NGR 立命館大　32：56.71 松山大　33：01.16 名城大33:09.61 関西大　33:12.55 名城大33:23.85

鈴木　優花(4) 飛田　凜香(3) 小松　優衣(3) 和田　有菜(4) 柳谷　日菜(4)

大阪学院大	33:24.79 日体大　33:31.34

山本　有真(3)

拓殖大15：50.32 名城大15：54.14 日体大　15：59.85 日体大16：01.77 立命館大16：02.15 大阪学院大16：02.74 松山大　16：03.71 名城大　16：11.82
5000m

不破聖衣来(1) 小林　成美(3) 山﨑　りさ(1) 保坂　晴子(2) 村松　　灯(1) 永長　里緒(1) 小松　優衣(3)

1500m
牛　　佳慧(3) 谷本　七星(1) 小暮　真緒(1) 小暮真緒①　予）3組3着　４：２６.51　Q

小野　 汐音③　DNS日体大　4：23．28 名城大　4：２４．１３ 筑波大　４：２４.61 名城大　4：25.34 日体大 　4：25.86 拓殖大　4：26.20

保坂　晴子(2) 山本　有真(3) 樫原　沙紀(2) 髙松智美ﾑｾﾝﾋﾞ(4) 山﨑　りさ(1)

名城大　4：26.67 順大　4：26.86

窪　　美咲(2) 土岐　優花①予）3組2着　2：11.43　Q 　準）1組4着2：12.12
山口　光③　予）7組1着2：13.18　Q      準）2組2着2：09.51Q
竹平優花子④予）5組8着　2：15.51立命館大2：05.57 順大2：06.61 九州共立大2：07.55 青学大2：07.86 京都教育大2：10.16 慶応義塾大2：11.14 鹿屋体大2：12.79 東大阪大2：15.89

800m
塩見　綾乃(4) 山口　　光(3) 山口　真実(1) ﾋﾘｱｰ紗璃苗(2) 下畑　文乃(3) 細井　衿菜(3) 仲道　彩音(4)

400m
桑原　綾子(4) 金子ひとみ(2) 中野　菜乃(2)

青学大 　55.46 日体大 　55.78 駿河台大　56.26 中大 　56.81 中大 　56.82 大阪成蹊大 　56.98

髙島　咲季(2) 須藤　美桜(2) 後野詩衣菜(4) 大島　愛梨(3) 飯田　景子(1)

青学大 　57.43 武庫川女子大 　57.78

(ー0.9) 大阪成蹊大 　23.76 立命館大　23.81 福岡大 　23.91 山梨学院大 　24.16 中大 　24.35 甲南大 　24.43 園田学女大　24.53 環太平洋大 　25.06

200m 齋藤　愛美(4) 壹岐あいこ(3) 兒玉　芽生(4) 青野　朱李(3) 田路　遥香(2) 青山　華依(1) 安達　茉鈴(1) 石堂　陽奈(1)

(＋0.5) 福岡大 　11.51 立命館大　11.67 甲南大 　11.69 青学大 　11.74 大阪成蹊大 　11.86 園田学女大　11.87 中大 　11.92 山梨学院大 　11.94

100m 兒玉　芽生(4) 壹岐あいこ(3) 青山　華依(1) 石川　　優(1) 齋藤　愛美(4) 三浦　愛華(2) 田路　遥香(2) 青野　朱李(3)

天皇賜杯第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子決勝結果一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足



順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 優勝 トラック トラック順位 フィールド フィールド順位 １年 ２年 ３年 ４年 M1 M2 D1 D2

1 順大 86 3 13 12 19 10 6 16 3 4 3 63 1 19 6 1 4 5 7 1 0 0 0
2 日大 55 7 0 0 8 0 3 15 21 1 1 18 8 36 2 0 1 4 4 0 2 0 0
3 早大 46 15 0 5 11 0 15 0 0 0 1 46 2 0 28 1 1 2 3 0 0 0 0
4 法大 38 0 7 0 19 0 10 0 2 0 1 36 3 2 22 0 1 2 2 0 0 0 0
5 九共大 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 40 36 1 2 1 1 3 1 0 0 0

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 優勝 トラック トラック順位 フィールド フィールド順位 １年 ２年 ３年 ４年 M1 M2 D1 D2

1 日体大 93 7 12 25 7 0 2 26 6 8 2 53 2 32 3 2 6 4 7 0 1 0 0
2 立命大 54 14 8 11 6 0 15 0 0 0 2 54 1 0 28 2 0 3 1 0 0 0 0
3 九共大 54 0 6 0 0 0 0 0 48 0 0 6 21 48 1 1 1 3 2 0 4 0 0
4 青学大 44 15 5 0 12 0 6 6 0 0 1 38 3 6 15 1 5 1 1 0 0 0 0
5 福岡大 43.5 14 0 0 3 0 13 5.5 8 0 2 30 5 13.5 8 1 1 0 4 0 0 0 0

10 順大 22 0 8 0 0 14 0 0 0 0 0 22 6 0 28 3 0 2 0 0 0 0 0

男子総合結果

女子総合結果


