
期日：令和3年6月24(木)～27(日)

場所：大阪・ヤンマースタジアム長居

【男子100m】（＋0.2） 【男子110mH】（＋1.2) 【男子ハンマー投】

第1位 10.15 多田 修平 (住友電工) 第1位 13.06 泉谷 駿介 （順大④） 第1位 71m37 福田 翔大 （日大）

第2位 10.19 デーデー ブルーノ (東海大) 第2位 13.22 金井 大旺 （ミズノ） 第2位 69m77 柏村 亮太 （ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）

第3位 10.27 山縣 亮太 （セイコー） 第3位 13.37 高山 峻野 （ゼンリン） 第3位 68m82 木村 友大 （ゼンリン）

予選1組 5着 10.44 瀬尾 英明 （順大③） 第6位 13.54 藤井 亮汰 (三重県スポ協) 第15位 61m54 川合 隆誠 （順大③）

予選3組 6着 10.69 草野 誓也 (Accel)
予選2組 1着

決勝DQ
13.28 村竹 ラシッド （順大②） 第16位 61m15 石坂 奨真 （順大③）

【男子200m】（＋1.0） 【男子400mH】 【女子800m】

第1位 20.46 小池 祐貴 (住友電工) 第1位 48.69 黒川 和樹 （法政大） 第1位 2.03.71 卜部 蘭 （積水化学）

第2位 20.63 デーデー ブルーノ (東海大） 第2位 48.87 安部 孝駿 （ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） 第2位 2.04.18 広田 有紀 （新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC）

第3位 20.73 鈴木 涼太 （城西大） 第3位 49.29 岸本 鷹幸 （富士通） 第3位 2.04.47 田中 希実 （豊田織機TC）

予選1組 4着 21.07 犬塚 渉 (スズキ) 予選2組 6着 51.35 出口 晴翔 （順大②） 予選1組 3着 2.08.33 菊地 梨紅 （肥後銀行）

予選2組 7着 21.49 北川 翔 (渡辺パイプ) 予選3組 4着 50.78 井上 駆 （東京海上日動CS） 予選1組 7着 2.09.38 池崎 愛里 （三重県スポ協）

予選3組 7着 51.62 岩﨑 崇文 （新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC）

【男子400m】 【女子1500m】

第1位 45.75 川端 魁人 （三重教員AC） 【男子3000mSC】 第1位 4.08.39 田中 希実 （豊田織機TC）

第2位 46.06 佐藤 拳太郎 （富士通） 第1位 8.15.99 三浦 龍司 （順大②） 第2位 4.10.52 卜部 蘭 （積水化学）

第3位 46.48 鈴木 碧斗 （東洋大） 第2位 8.19.96 山口 浩勢 （愛三工業） 第3位 4.13.49 井手 彩乃 (ワコール)

予選2組 5着 47.04 板鼻 航平 （Accel） 第3位 8.20.70 青木 涼真 （Honda） 第14位 4.26.04 菊地 梨紅 （肥後銀行）

予選3組 8着 48.11 北川 貴理 （富士通） 第12位 8.39.84 塩尻 和也 （富士通）

【女子円盤投】

【男子800m】 【男子棒高跳】 第1位 52m89 齋藤 真希 （東京女子体育大）

第1位 1.46.68 田母神 一喜 （阿見AC） 第1位 5m70 竹川 倖生 （丸元産業） 第2位 52m05 辻川 美乃利 （内田洋行AC）

第2位 1.46.86 金子 魅玖人 （中央大） 第2位 5m60 江島 雅紀 （富士通） 第3位 50m30 郡 菜々佳 （九州共立大）

第3位 1.46.89 川元 奨 （スズキ） 石川 拓磨 （東京海上日動CS） 第5位 49m85 藤森 夏美 （福井県スポ協）

第4位 1.46.89 梅谷 健太 （サンベルクス） 山本 聖途 （ﾄﾖﾀ自動車）

予選1組 8着 1.53.20 村島 匠 （福井県スポ協） 第8位 5m40 奥 吏玖 （順大④）

予選2組 9着 1.53.75 三上 椋平 （順大院） 第12位 5m30 来間 弘樹 （ｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｰｼｰ）

予選3組 4着 1.49.45 根本 大輝 （順大④） DNS 石丸 颯太 （順大院）

予選3組 8着 1.52.51 林 貴裕 (新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC)

【男子三段跳】

【男子5000ｍ】 第1位 16m12（+0.5） 山下 祐樹 （Break Parking）

第1位 13.28.67 遠藤 日向 （住友電工） 第2位 16m04（+1.2） 安立 雄斗 （福岡大）

第2位 13.30.21 松枝 博輝 （富士通） 第3位 15.96（+0.2） 池畠 旭佳瑠 （駿大AC）

第3位 13.31.46 坂東 悠汰 （富士通） 第9位 15m41（-0.5） 山本 凌雅 （JAL）

第3位 5m60

第105回日本陸上競技選手権大会　試合結果


