
期日： 令和3年6月4日(金)～6日(日)
場所： 神奈川・レモンガススタジアム平塚

2021 日本学生陸上競技個人選手権大会
決勝結果一覧<男子>

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

高木　陸①　予)10.73(+3.0)　1組6着

(+0.4) 東海大　10.29 法大　10.36 立命館大　10.41 仙台大　10.41 富山大　10.44 九州共立大　10.51 山形大　10.56 宇野　勝翔➁　予)10.58(+2.4)　4組4着

100m デーデーブルーノ④ 桑田　成仁④ 佐々木啓輔④ 大上　直起④ 福島　　聖④ 新崎　仁也④ 伊藤　　輝④

(+1.1) 近畿大　20.94 法大　20.99 日体大　21.02 早大　21.06 京都産業大　21.19 日大　21.21 関西大　21.35 大阪経済大　25.49

200m 高木　　恒③ 山路康太郎③ 林　　拓優④ 稲毛　　碧② 宮内　魁大④ 三田寺虎琉① 本多　諒平④ 藤井　南希④

400m
佐藤　恵斗② 根本　大輝④ 村木　渉真M1 富田　大智② 野瀬　大輝③ 西山　遥斗③ 今泉　堅貴②

根本　大輝④　予)48.14　7組1着Q　準)47.20　3組2着Q
環太平洋大　46.99 順大　47.22 早大　47.29 法大　47.30 立命館大　47.42 近畿大　47.60 筑波大　48.55

津田竜太朗③ 丸山　脩太④ 予)1.57.02 2組4着 中山　健介③ 予)1.59.19 3組2着Q 準)1.53.45 1組5着

摂南大　1.50.93 関西大　1.51.17 岐阜協立大　1.51.83 関西学院大　1.52.43 同志社大　1.53.68

戸澤　悠介③ 松本　　駿③ 早川　龍斗③ 藤本浩太郎④ 橋本　将弥④

東大　1.56.45 筑波大　2.02.14 大阪体育大　2.06.22 三上　椋平M1 予)1.56.16 6組3着 鵜澤　葉月③ 予)1.55.78 6組2着Q 準)1.56.22 2組7着

1500m
佐久間秀徳④ 谷澤　竜弥④ 村本　龍彦③ 梅谷　康太③

800m

中嶋　光柾② 片山　直人③ 石川　　心②

高橋　　創② 本多創一郎④

横田　佳介④

明大　3.51.89 中大　3.52.25 山梨学大　3.54.07 流経大　3.54.77 札幌学院大　3.55.11 環太平洋大　3.55.27 東洋大　3.56.35 中京大　3.56.48

5000m
市村　朋樹④ 若林　宏樹① 山内　健登② 伊豫田達弥③ 野村　優作③ 近藤幸太郎③ 野村　昭夢① 及川　璃音③ 石井　一希② 14位 14.04.12

東海大　13.45.20GR 青学大　13.46.82 青学大　13.50.43 順大　13.51.34 順大　13.55.46 青学大　13.56.55 青学大　13.59.31 東洋大　14.02.11 浅井　皓貴① 32位 14.14.37

菅谷　拓海➁　予)14.64(+2.2)　4組4着

(+3.8) 立命館大　13.50 法大　13.58 筑波大　13.75 中大　13.79 法大　13.79 日体大　13.90 国武大　13.97 東海大　14.02 杉本　陸①　予)14.62(+1.7)　6組5着

110mH 徳岡　　凌④ 横地　大雅③ 久保田太一③ 宮﨑　　匠② 樋口　陸人④ 栄田　竜生③ 古谷　新太③ 近藤　翠月①

400mH
村上　　翔② 児玉　悠作③ 深町　飛太② 山科真之介② 新井　公貴② 後藤　颯汰③ 大村　東輝① 出口　晴翔②

出口　晴翔➁　予)52.12　2組2着Q 準)51.04 1組5着q
同志社大　51.08 法大　51.51 城西大　51.54 神戸大　51.62 早大　51.94 早大　52.20 九州共立大　53.85 順大　56.58

重山　源斗M1

山梨学大　8.55.60 札幌学院大　8.57.02 福岡大　8.58.56 大阪大　8.59.86 創価大　9.04.01 帝京大　9.05.50

中込　　空③ ワングイブラヒム① 花谷　そら② 樫山　直生M2 藤ノ木　丈①

大阪国際大　9.06.16 筑波大　9.09.41

10000mW
古賀　友太④ 住所　大翔④ 向井　大賀② 柳橋　和輝③ 柳原　　隼④ 萬壽　春輝② 清水　海地②

3000mSC
大吉　優亮② 河内　　崚④

松本　祐翔② 片岡　龍也③　12着　43.03.32

明大　40.16.88 順大　41.26.08 九州共立大　41.44.58 国士大　42.08.21 びわこｽﾎﾟｰﾂ大　42.11.03 順大　42.15.20 明大　42.19.31 山梨学大　42.23.05 服部　悠平①　15着　43.25.35

走高跳
堀井　遥樹④ 本田　基偉⑤ 平塚　玄空M2 渡辺　　尚④ 中村　滉希② 宮田　 風②

新潟医療福祉大　2m16 近畿大工業高専　2m13 日大　2m13 東海大　2m10 九州共立大　2m05 日大　2m05

日体大　5m30 筑波大　5m20 順大　5m20 関西学院大　5m10 日体大　5m10 日体大　5m10

大崎　洋介③ 古澤　一生① 奥　　吏玖④ 森田　凌世④ 野呂　惇人④

走幅跳
伊藤　　陸S1 安立　雄斗③ 津藤　広夢③ 田中隆太郎① 近藤　蒼依③ 小畠　康成③ 宮内　勝史⑤

棒高跳
中野　隼斗②  順大　5m10

小林　直樹①  日体大　5m10

尾崎　駿翔④

久保倉佳吾④

近畿大工業高専　8m00(+1.5) 福岡大　7m92(+1.9) 順大　7m87(+1.8) 順大　7m79(+1.1) 東海大　7m69(+1.1) 鹿屋体育大　7m68(+2.2) 筑波大　7m60(+1.8) 東海大　7m56(+1.9)

相馬奨之介④
田中　宏祐② 10位　15m07(+0.9)

福岡大　15m81(+0.7) 環太平洋大　15m60(+1.4) 東学大　15m54(+0.8) 法大　15m48(+1.0) 順大　15m36(+1.5) 新潟医療福祉大　15m32(+0.8)

安立　雄斗③ 山形　翔希④ 外村　直之③ 秋山　裕樹③ 岩崎　匠海④

福岡大　15m26(-0.1) 日体大　15m23(+0.6)

砲丸投
幸長　慎一M2 岩佐　隆時⑤ 奥村　仁志③ 金城　海斗④ アツオビンジェイソン① 佐藤　皓人④ 稻福　　颯③

三段跳
泉井　　陸② 小田　大雅M1

大浦　拓徳④

四国大　17m76 東海大　17m58 国士大　16m87 鹿屋体育大　16m51 福岡大　16m45 日大　16m38 中京大　16m21 新潟医療福祉大　16m19

久保田健斗③ 齋藤　祥太郎② 11位　45m59

四国大　56m71 東海大　54m29 新潟医療福祉大　52m57 九州共立大　51m62 国士大　51m07 中京大　48m53

幸長　慎一M2 飛川　龍雅④ 中町　真澄② 山下　航生③ 奥村　仁志③

九州共立大　48m35 日体大　47m00 篠﨑　亮介④ 16位　44m42

ﾊﾝﾏｰ投
中川　達斗M1 福田　翔大③ 小田　航平④ 久門　大起③ 川合　隆誠③ 山川　滉心②

円盤投

佐々木秀人③

稻福　颯汰③ 藤原孝史朗②

吉田　明大④ 石川　諒④　11位　58m61

九州共立大　66m62 日大　66m18 九州共立大　65m19 日大　62m33 順大　62m19 中京大　62m18 岐阜協立大　61m80 京都産業大　60m90 石坂　奨真③　15位　57m10

やり投
鈴木　文人④ 比嘉　　遥M1 南　　辰貴③ 吉野　壱圭① 宮川　大夢④ 鈴木　　凜① 片川　志遠④ 斉藤　一樹④

九州共立大　73m76 九州共立大　71m01 九州共立大　70m95 九州共立大　69m54 京都産業大　68m41 九州共立大　68m37 大阪体育大　67m97 法大　67m07



期日： 令和3年6月4日(金)～6日(日)
場所： 神奈川・レモンガススタジアム平塚

河田　菜緒③

大阪体育大　62m39 九州共立大　57m37 筑波大　53m06 日大　52m68 園田学園女子大　52m18 九州共立大　51m65 九州共立大　50m98 福岡大　50m97
やり投

武本　紗栄④ 山元　祐季③ 兵藤　秋穂④ 奈良岡翠蘭③ 桒原千賀子④ 髙橋　奈々② 中村　結香③

ﾊﾝﾏｰ投
奥井　小晴③ 稲垣　愛結② エパサカテレサ③

九州共立大　58m16 大阪体育大　55m46 岐阜協立大　54m90 国武大　54m09 大阪体育大　54m03 立命館大　51m96

勝冶　玲海② 高橋　沙湖 白木　七星④ 松島　成美④ 大濱　未結①

中京大　51m92 新潟医療福祉大　51m28

東女体大　55m01GR 九州共立大　49m59 中京大　47m86 日体大　47m43 国士大　47m13 日体大　45m26 日体大　44m74 四国大　44m17
円盤投

齋藤　真希③ 城間　歩和③ 近藤　沙南④ 平野　優花④ 大迫　晴香③ 荒野　幸帆④ 安達　芽衣③ 髙木　智帆④

大谷　夏稀③

埼大　15m28 九州共立大　15m00 九州共立大　14m81 日大　14m75 九州共立大　14m57 福岡大　14m12 大阪体育大　13m96 福岡大　13m82
砲丸投

大野　史佳③ 進堂　りか④ 髙橋　由華M2 廣島愛亜梨② 久保田亜由② 日夏　涼香①

三段跳

岩本　真波②

小寺　波音② 宮澤　　歩③ 宮本　佳苗④ 中村　紗華④ 12位　12m05(+2.7)

福岡大　12m83(+1.8) 青学大　12m71(+2.3) 日体大　12m70(+0.8) 関西学院大　12m65(+2.8) 関西大　12m61(+2.0) 日女体大　12m49(+0.9)

髙島真織子④ 金子史絵奈④ 宮口　愛子③ 北田　莉亜② 八田　真奈③

横国大　12m43(+1.9) 日女体大　12m36(+0.7) 加藤　綾乃② 22位　11m51(+2.0)

関西学院大　6m18(+1.6) 日大　6m13(+5.5) 東海大北海道　6m05(+5.2) 岐阜協立大　6m04(+4.7) 日体大　6m03(+6.7) 青学大　6m02(+6.1) 中京大　5m97(+1.7) 日体大　5m92(+1.7)
走幅跳

北田　莉亜② 杉村　奏笑④ 小玉　葵水③ 小林　　聖④ 藤山　有希② 小山　春香④ 山根　碧栞① 東　　祐希④

日体大　3m90 日体大　3m80 立命館大　3m80 常葉大　3m70 中京大　3m70 武庫川女子大　3m60 日体大　3m60 順大　3m60
棒高跳

前川　　淳④ 台信　　愛② 山本　円香④ 八木田沙椰④ 南部　珠璃 淵上　智晶③ 渡邊　南月② 絹村　莉子①

走高跳
武山　玲奈④ 神坂　莉子④ 八重樫　澄佳①  筑波大　1m65  亀田　実咲①  福岡大　1m65  梅原　遥奈③  日大　1m65 蓑輪　夢未② 清野　かな子③　NM

環太平洋大　1m70 日女体大　1m70 細田　弥々①  日体大　1m65  岸本　志恵②  日女体大　1m65 新潟医療福祉大　1m65 井上　紗耶加➁　NM

村上　藍③  13着　50.41.18 片寄　碧②  18着　51.50.78

武庫川女子大　46.13.21 中京大　46.28.72 順大　46.34.71 順大　47.37.37 札幌国際大　48.54.90 中京大　48.59.12 大阪大　49.03.09 同志社大　49.03.85 出嶋　彩佳奈②  14着　50.45.01
10000mW

藪田みのり② 立見　真央④ 梅野　倖子① 小出　佳奈① 阿部麻莉亜④ 上森　佳代③ 杉林　　歩② 下岡　仁美②

甲本　まお④  11着　10.46.53

関西外国語大　10.08.30 日体大　10.12.07 松山大　10.22.91 福岡大　10.25.48 京都産業大　10.27.48 日体大　10.32.30 名城大　10.33.40 関西外国語大　10.37.97 辻田　翔子③  14着　10.51.70
3000mSC

西出　優月④ 宮内　志佳② 西山未奈美④ 笠原　奈月② 堀尾　咲月④ 中村　朱里③ 井上　葉南④ 小椋　美海④

立命館大　58.73 立命館大　59.28 福岡大　59.54 青学大　59.98 武庫川女子大　1.00.32 園田学園女子大　1.01.19 青学大　1.01.61 園田学園女子大　1.01.88
400mH

山本　亜美① 工藤　芽衣① 津波　愛樹④ 有賀　知春② 中野　菜乃② 安達　眞咲④ 大川なずな③ 斉藤　朋佳③

藤代あすか④ 猪岡　真帆④ 上之園結子③ 上之園　結子③　予)13.86(+3.3)　5組2着Q　準)13.63(+4.3)　4組3着q

(+1.4) 国士大　13.30GR 東学大　13.44 福岡大　13.60 甲南大　13.63 青学大　13.67

100mH 玉置菜々子③ 岩佐茉結子① 伊藤　彩香① 岡崎　　汀③ 中尾あゆみ③

聖学院大　13.75 中京大　13.75 順大　13.79 本田　怜➁　予)14.43(+2.1)　8組5着

名城大　15.33.69GR 拓大　15.34.12GR 名城大　15.54.19 松山大　15.55.04 城西大　16.04.16 大阪学院大　16.04.41 城西大　16.16.81 名城大　16.18.44
5000m

小林　成美③ 不破聖衣来① 荒井　優奈③ 小松　優衣③ 藤村　華純③ 永長　里緒① 渡辺　光美③ 増渕　祐香②

1500m
山﨑　りさ① 保坂　晴子② 西出　優月④ 小暮　真緒① 小野　汐音③　予)4.34.97　4組7着

日体大　4.28.12 日体大　4.28.77 関西外国語大　4.29.75 順大　4.31.76 福岡大　4.31.78 大阪芸術大　4.32.65 佛教大　4.33.07 拓大　4.34.04 小暮　真緒①　予4.31.65　4組2着Q

黒石　瑠香③ 城谷　桜子④ 芝本　涼花④ 牛　　佳慧③ 吉井　美咲➁　予)4.49.89　2組13着 荻原　ちづる➁　予)4.45.72　3組7着

二川　彩香③　予)4.32.03　4組4着q　決)4.43.14　15着

神薗芽衣子④ 今村　美緒①　予)2.22.43　4組5着 山口　光③ 予)2.12.30 4組1着Q 準)2.11.06 3組1着Q
土岐　優花①　予)2.12.64　7組1着Q

九州共立大　2.10.21 順大　2.10.47 日体大　2.11.02 鹿屋体育大　2.11.65 青学大　2.11.98 順大　2.11.99 順大　2.14.59 東大阪大　2.14.78 竹平優花子④　予)2.16.77　7組6着 小暮　真緒① 予)2.12.34 4組2着Q 準)2.11.55 2組4着q
　　　　　　　　　 準)2.11.33  2組1着Q

800m
山口　真実① 山口　　光③ 朝日　春瑠④ 仲道　彩音④ 水口　　杏① 土岐　優花① 小暮　真緒①

400m
吉中日向子② 桑原　綾子④ ヒリアー紗璃苗②

立命館大　54.36 立命館大　55.15 立命館大　55.23 福岡大　55.80 青学大　55.94 青学大　56.01

松尾　季奈③ 山本　亜美① 工藤　芽衣① 河津　真由④ 金子ひとみ②

大阪成蹊大　56.29 青学大　57.19

(+1.7) 立命館大　23.87 園田学園女子大　24.28 福岡大　24.32 甲南大　24.45 立命館大　24.60 東女体大　24.66

200m 壹岐あいこ③ 三浦　愛華② 城戸　優来② 宮田　乙葉④ 松尾　季奈③ 佐久田侑咲④

(+0.4) 青学大　11.58 立命館大　11.67 園田学園女子大　11.91 立命館大　11.92 福岡大　11.92 青学大　12.05

100m 石川　優月① 壹岐あいこ③ 三浦　愛華② 臼井　文音③ 城戸　優来② 三村香菜実②

2021 日本学生陸上競技個人選手権大会
決勝結果一覧<女子>

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足


