
期日： 令和3年5月20日(木)～23日(日)
場所： 相模原ギオンスタジアム

＜男子1部＞

中野　隼人② 菅　颯一郎④

順大　4m90 筑波大　4m90

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

1 2 3 4 5 6 7
前田　拓夢③

(+5.5) 城西大　10.01 筑波大　10.07 東海大　10.10 東洋大　10.11 早大　10.19 法大　10.21 法大　10.29

8
100m 鈴木　涼太④ 鵜澤　飛羽① デーデーブルーノ④ 宮本　大輔④ 三浦励央奈③ 桑田　成仁④ 林　　哉太②

(+4.1) 東洋大　20.52 東海大　20.58 日体大　20.58 日体大　20.58 早大　20.58 法大　20.58 東洋大　20.58 東海大　21.84

東洋大　10.34
200m 鈴木　碧斗② デーデーブルーノ④ 井澤　竜二③ 林　　拓優④ 三浦励央奈③ 桑田　成仁④ 重谷　大樹① 井本　佳伸④

山梨学大　47.92 国士大　48.14

800m
金子魅玖人④ 安倍　優紀② 中山　健介③ 森　　智也④ 松本　純弥③ 坂本　　陸④ 二見　優輝①

松尾　脩平④ 川路　　武④ 油谷　恒佑④
東洋大　47.03 法大　47.17 早大　47.26 法大　47.43 順大　47.60 筑波大　47.65

400m
中島祐気ジョセフ② 富田　大智② 小竹　理恩④ 澤田　夏輝④ 葛西　蔵輝②

石塚　陽士① 小林　竜也③ 清野　太成③
順大　3.48.57 早大　3.50.87 中大　3.52.14 順大　3.52.89 中大　3.53.27 早大　3.53.38

1500m
三浦　龍司② 菖蒲　敦司② 居田　優太② 小島　優作④ 中野　倫希①

鵜澤　葉月③
中大　1.49.03 東海大　1.49.36 順大　1.49.62 中大　1.50.32 法大　1.52.69 東洋大　1.53.09 筑波大　1.54.79 順大　2.00.63

井川　龍人③
流経大　13.39.92 順大　13.48.90 早大　13.49.32 駿河台大　13.49.35 東海大　13.56.99 日体大　14.00.74 日大　14.05.19 早大　14.08.86

筑波大　3.53.42 駿河台大　3.54.49

5000m
サムソンディランゴ① 三浦　龍司② 千明龍之佑④ ジェームズブヌカ④ 市村　朋樹④ 藤本　珠輝③ 松岡　竜矢③

法大　28.30.61 早大　28.38.45
110mH 泉谷　駿介④ 村竹ラシッド② 横地　大雅③ 宮崎　　匠② 池田　　海① 豊田　　兼① 山田　那衆④

伊豫田達弥③ 鎌田　航生④ 中谷　雄飛④
流経大　28.01.80 東海大　28.05.91 駿河台大　28.13.96 日体大　28.18.52 順大　28.19.01 順大　28.25.38

10000m
サムソンディランゴ① 石原翔太郎② ジェームズブヌカ④ 藤本　珠輝③ 野村　優作③

法大　13.97

400mH
黒川　和樹② 山内　大夢④ 大串　弦徳④ 児玉　悠作③ 出口　晴翔② 豊田　　兼① 宮崎　　匠② 伊奈　颯太③

緒方　陽也③
(+5.2) 順大　13.05 順大　13.20 法大　13.43 中大　13.70 早大　13.71 慶大　13.73 日大　13.93

杉本　翔太③ 諸富　　湧① 北村　　光②
早大　8.45.95 順大　8.48.85 国士大　8.51.26 法大　8.51.80 山梨学大　8.52.13 東海大　8.52.51

3000mSC
菖蒲　敦司② 服部　壮馬① 安達　京摩② 中園慎太郎③ 中込　　空②
法大　49.76 早大　49.90 日大　51.05 法大　51.07 順大　51.57 慶大　51.81 中大　53.02 城西大　54.70

国武大
39.56 39.80 39.91 39.91 40.13 40.29 40.47 40.92

早大　8.53.91 早大　8.56.02

4×100mR
東海大 早大 日体大 日大 法大 中大 順大

3.12.18 3.12.66

10000mW
住所　大翔④ 萬壽　春輝② 柳橋　和輝③ 服部　悠平① 西林　晴流② 松本　祐翔② 末柄　輝希③

城西大 順大 中大
3.07.75 3.08.11 3.08.89 3.09.46 3.10.12 3.11.98

4×400mR
東洋大 早大 法大 駿河台大 筑波大

宮田　　風② 藤井　稜真③ 武田翔太郎②
東海大　2m14 日大　2m14 東海大　2m11 日大　2m08

走高跳
渡辺　　尚④ 平塚　玄空 酒井　宏和②

久原　崇遥②
順大　40.06.89 順大　41.19.45 国士大　41.58.19 順大　42.41.54 山梨学大　42.42.60 山梨学大　43.02.56 日大　43.46.50 国士大　43.59.97

日体大　5m50 日体大　5m40 筑波大　5m20 順大　5m15 日体大　5m10 日大　5m10 国士大　5m00

筑波大　2m08 慶大　2m05

棒高跳
大崎　洋介③ 尾崎　駿翔④ 古澤　一生① 油屋　圭吾④ 野呂　惇人④ 渡邊　宥磨③ 鈴木　勇輝①

山梨学大　7m56(+5.7) 中大　7m54(+6.7)

三段跳
廣田麟太郎① 松田　　基③ 外所　晴貴③ 秋山　裕樹③ 相馬奨之介④ 田中　翔太① 小松　　航②

酒井　由吾④ 長尾　行浩③ 金澤　和志③
日大　7m99(+4.8) 順大　7m87(+4.9) 順大　7m79(+5.0) 法大　7m65(+4.9) 国武大　7m64(+5.3) 慶大　7m63(+4.3)

走幅跳
鳥海　勇斗② 津藤　広夢③ 小林　大起④ 桑田　成仁④ 山浦　渓斗③

別所　竜守④ 宮崎　剛瑠② 石原　唯斗②
国士大　17m19 日大　16m91 日大　16m59 日大　16m50 東海大　16m25 国士大　16m09

砲丸投
奥村　仁志③ 阿部　敏明④ 國司　裕通④ 佐藤　皓人④ 夏井　勇輝③

児玉　直之④
日大　16m16(+5.2) 筑波大　15m73(+3.0) 順大　15m70(+3.8) 法大　15m65(+3.1) 日体大　15m61(+6.1) 山梨学大　15m58(+3.3) 中大　15m40(+2.7) 筑波大　15m28(+2.5)

山本　真也③
国士大　50m75 東海大　50m13 日大　49m85 日体大　47m55 国士大　45m93 東海大　45m66 日体大　45m01 国士大　44m86

東海大　15m66 筑波大　15m64

円盤投
奥村　仁志③ 飛川　龍雅④ 阿部　敏明④ 久保田健斗③ 三井　康平② 佐藤　　慧③ 濱口　泰河①

筑波大　59m66 順大　59m54

やり投
牧野　快士④ 鐘ヶ江　周④ 畦地　将史④ 堤　洸太郎② 斎藤　一樹④ 山口　智弘④ 紺野　　岬④

小林　裕季④ 執行　大地② 石坂　奨真③
日大　68m84 順大　63m32 日大　62m61 日大　60m28 順大　60m27 筑波大　60m08

ﾊﾝﾏｰ投
福田　将大③ 川合　隆誠③ 久門　大起③ 垂井　祐志① 石川　　諒④

北川　嵩人③ 晄　　眞空② 新開　俊智②
順大　7217点 国士大　6990点 国士大　6906点 日大　6898点 日大　6766点 国士大　6710点

十種競技
佐田　征義③ 原口　　凛④ 山岸　　幹③ 明石宗一郎④ 山下　朋紀③

原　　慎一③
日体大　70m79 慶大　70m17 慶大　69m72 筑波大　68m25 法大　68m05 東海大　67m72 日体大　67m04 東海大　65m41

倉田　健太④
国士大　1.01.13 日大　1.01.14 山梨学大　1.01.15 順大　1.02.26 法大　1.02.41 早大　1.02.53 順大　1.02.54 中大　1.02.55

順大　6530点 筑波大　6461点

ハーフマラソン
ライモンヴィンセント④ チャールズドゥング③ ポールオニエゴ④ 四釜　峻佑③ 河田太一平③ 佐藤　航希② 津田　将希④

髙橋佳司郎② 日体大　2m08
柴田涼太郎③　筑波大　2m08



期日： 令和3年5月20日(木)～23日(日)
場所： 相模原ギオンスタジアム

＜女子1部＞
8

100m 石川　　優① 宮武アビーダラリー② 鷺　麻耶子① 園宮　璃子④ 田路　遥香② 藤田　涼子④ 川中　葵理②

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

1 2 3 4 5 6 7

東女体大　11.91
200m 石川　　優① 宮武アビーダラリー② 滝田　静海① 田路　遥香② 景山　咲穂② 藤田　涼子④ 川中　葵理② 佐久田侑咲④

佐久田侑咲④
(+5.1) 青学大　11.44 日体大　11.60 早大　11.61 日体大　11.62 中大　11.66 日体大　11.74 法大　11.82

金子ひとみ② 高島菜都美③ 津川　瑠衣②
駿河台大　55.31 日体大　55.85 中大　56.10 中大　56.40 青学大　56.51 青学大　56.52

400m
後野詩衣菜④ 須藤　美桜② 大島　愛梨③ 飯田　景子① 吉中日向子②

(+4.4) 青学大　23.55 日体大　23.58 日体大　23.78 中大　23.99 筑波大　24.15 日体大　24.17 法大　24.35 東女体大　24.59

山口　　光③
立大　2.07.28 青学大　2.08.58 筑波大　2.09.08 日体大　2.09.44 慶大　2.11.59 青学大　2.11.74 立大　2.12.69 順大　2.16.15

中大　57.08 早大　58.12

800m
道下　美槻② ヒリアー紗璃苗② 川島　実桜① 朝日　春瑠④ 細井　衿菜③ 水口　　杏① 武藤　桃花③

日体大　4.31.85 順大　4.32.15

5000m
不破聖衣来① 山﨑　りさ① 保坂　晴子② 樫原　沙紀② 岡島　　楓④ 松本　奈々④ 藤村　華純③

小暮　真緒① 宮内　志佳② 二川　彩香③
日体大　4.24.19 筑波大　4.25.09 大東大　4.26.99 立大　4.27.61 日体大　4.28.74 順大　4.30.52

1500m
山崎　りさ① 樫原　沙紀② 吉村　玲美③ 道下　美槻② 保坂　晴子②

渡辺　光美③ 黒田　　澪③ 風間　歩佳②
日体大　34.08.73 順大　34.09.86 大東大　34.09.91 大東大　34.11.89 日体大　34.19.04 城西大　34.19.69

10000m
岡島　　楓④ 松本　奈々④ 山賀　瑞穂③ 今井　彩月③ 小原　茉莉②

山賀　瑞穂③
拓大　15.48.82 日体大　16.08.50 日体大　16.25.50 筑波大　16.28.38 日体大　16.29.46 順大　16.30.18 城西大　16.35.30 大東大　16.51.95

西垣　朱音④
() 日体大　13.11 国士大　13.19 筑波大　13.19 東学大　13.24 青学大　13.41 中大　13.50 青学大　13.61

日体大　34.20.84 中大　35.06.41
100mH 島野　真生② 玉置菜々子③ 小林　歩未③ 岩佐茉結子① 長崎さゆり② 梶木菜々香③ 中津　晴葉①

早大　59.03 青学大　59.07 青学大　1.00.31 大東大　1.00.35 青学大　1.01.37 法大　1.01.49 日体大　1.02.01 東女体大　1.02.65

国士大　14.30

400mH
村上　夏美④ 青木　穂花② 有賀　知春② 寺本　光里④ 大川なずな③ 中野なみち② 西川　知沙② 諏佐みなみ④

拓大　10.51.29 中大　10.57.25

4×100mR
日体大 青学大 山梨学大 筑波大 中大 東女体大 駿河台大

甲本　まお④ 門脇　奈穂① 大塚　明実①
大東大　10.15.26 日体大　10.22.30 日体大　10.32.03 日体大　10.35.37 東学大　10.45.67 順大　10.48.60

3000mSC
吉村　玲美③ 宮内　志佳② 伊野波理桜② 赤堀かりん③ 原　　舞奈④

東女体大 法大 立大
3.40.40 3.44.13 3.44.69 3.45.29 3.49.63 3.50.22

4×400mR
中大 駿河台大 日体大 青学大 筑波大

早大
45.21 45.46 46.32 46.61 46.85 47.00 47.38 47.49

松本みなみ③
順大　48.40.53 順大　49.08.80 順大　49.55.77 早大　51.39.12 日女体大　51.43.19 東学大　52.06.01 立大　52.27.18 津田塾大　53.53.04

3.52.29 3.53.20

10000mW
梅野　倖子① 小出　佳奈① 林　　奈海④ 木村　　和③ 尾内　夏輝④ 玉利　朱音③ 北小路咲枝③

日体大　1m68 育英大　1m65

棒高跳
前川　　淳④ 潮崎　　泉③ 台信　　愛② 水上　真里④ 渡邊　南月② 諸田　祐佳② 小林　　奏④

井上紗耶加② 大玉　華鈴④ 齋藤　優羽②
日大　1m72 日女体大　1m71 日体大　1m71 日女体大　1m68 国士大　1m68 順大　1m68

走高跳
髙橋　　渚④ 岸本　志恵② 細田　弥々① 北原　千愛④ 水落　らら③

藤山　有希② 小山　春香④ 中津川亜月②
筑波大　6m26(-0.2) 日体大　5m89(-0.6) 筑波大　5m79(-0.9) 日大　5m75(-0.5) 東海大　5m73(-0.3) 日体大　5m66(-0.8)

走幅跳
高良　彩花③ 東　　祐希④ 𠮷岡美玲④ 杉村　奏笑④ 前田　桃華③

木澤　仁海②
日体大　4m05 筑波大　4m00 日体大　3m90 中大　3m80 日体大　3m70 中大　3m60 日女体大　3m60 城西大　3m40

佐伯　舞子②
東大　12m86(+2.0) 筑波大　12m79(+1.2) 横国大　12m75(+0.5) 順大　12m51(+0.4) 青学大　12m40(+2.1) 日女体大　12m38(+1.3) 東女体大　12m36(+1.6) 筑波大　12m31(+1.3)

青学大　5m63(-0.5) 横国大　5m62(-0.3)

三段跳
内山　咲良 山下　桐子④ 中津川亜月② 中村　紗華④ 金子史絵奈④ 宮本　佳苗④ 野口ゆり愛④

東女体大　44m23 日体大　44m14 筑波大　43m96 筑波大　43m62

日体大　13m42 筑波大　13m34

円盤投
齋藤　真希③ 大迫　晴香③ 平野　優花④ 菊池　聖奈② 岡本　光生③ 安達　芽衣③ アヒンバレティナ④

齋藤　真希③ 安達　芽衣③ アヒンバレティナ④
埼大　15m14 日大　14m87 日大　14m51 国士大　13m97 国士大　13m79 東女体大　13m65

砲丸投
大野　史佳③ 小山田芙由子③ 廣島愛亜梨② 大迫　晴香③ 松下ちひろ④

七種競技
大玉　華鈴④ 中村　雪乃④ 藤田　紗江③ 梶木菜々香③ 大熊　　楓②

玉城　佑香④
日体大　53m08 国士大　52m64 東学大　51m83 筑波大　51m05 国武大　49m73 国士大　48m16 国士大　46m78 東女体大　46m27

日体大　49m74 明海大　49m66

やり投
亀谷　実生③ 長　　麻尋④ 望月　知葉④ 兵庫　秋穂④ 石田　雲母④ 奥田　愛華④ 群司美奈子④

国武大　59m43 筑波大　58m93 日大　53m50 筑波大　51m87 東女体大　50m68 東女体大　50m52
ﾊﾝﾏｰ投

中大　4832点 国士大　4794点
池田　涼香③ 松下　美咲① 濱口　美玖②

日体大　5633点 東女体大　5223点 国士大　5192点 中大　5134点 東女体大　5003点 筑波大　4857点

山本　　蘭④ 西　　玲衣③ 湯澤　栞里④松島　成美④ 渡邉ももこ③ 尾崎　琴音① 平岩　志萌② 下村　倫子①

小松　真琴③
東女体大　54m56 国士大　45m56 日体大　44m96 日大　44m84



期日： 令和3年5月20日(木)～23日(日)
場所： 相模原ギオンスタジアム

＜男子3部＞

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

1 2 3 4 5
齊藤　直彦①

(+1.9) 埼大院　10.58 東大院　10.62 大東大院　10.62 都立大院　10.63 筑波大院　10.77

6 7 8
100m 室岡　　伸① 井上　　昴① 太田　匡哉② 橋本　真志① 齊藤　勇真①

(-0.6) 順大院　21.55 埼大院　21.55 都立大院　21.69 東大院　21.72 慶大院　21.73 筑波大院　21.84

筑波大院　10.97 　. 　.
200m 木下　裕貴① 室岡　　伸① 橋本　真志① 井上　　昴① 大谷　尚文① 齊藤　勇真①

慶大院　47.51 早大院　47.57 青学大院　49.87 東農工大院　49.87 東理大院　51.04 　. 　. 　.

　. 　.

400m
大谷　尚文① 村木　渉真① 中村　亮介① 前田　理貴① 吉田　勇登②

　.. 　..

1500m
加太　宏明

順大院　1.53.94 横国大院　1.55.34 東大院　1.58.13 東工大院　1.58.41 　.. 　..
800m

三上　涼平① 加太　宏明 坂口　　諒② 土田　周治②

東大院　14.28.76 東大院　14.30.18 　.. 　.. 　.. 　..
5000m

古川　大晃① 阿部飛雄馬②
横国大院　4.00.61 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　..

東大院　29.08.79 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　..

　.. 　..

10000m
古川　大晃①

　. 　. 　.

400mH
村富浩太朗① 黒田　佳祐② 加藤　優尚① 藤原　功規①

(-0.4) 東海大院　14.21 日体大院　14.60 東学大院　15.07 東工大院　15.41 　.
110mH 森口　諒也① 鐵口　　蓮① 滝口　康成① 横田　有真①

　.

3000mSC
重山　源斗①

筑波大院　51.74 日大院　51.78 筑波大院　52.03 東海大院　52.87 　. 　. 　.

0 0 0
41.25 42.66 . . . .

4×100mR
東大院 東工大院 0 0 0

筑波大院　9.13.16 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　.. 　..

0
3.20.49 3.22.07 .. .. .. .. .. ..

. .

4×400mR
東工大院 東大院 0 0 0 0 0

　.. 　..

走高跳

筑波大院　42.54.69 東大院　47.37.59 　.. 　.. 　.. 　..
10000mW

山本　隼汰① 千菊　智也①

筑波大院　5m20 筑波大院　5m20 順大院　5m00 筑波大院　5m00 　m 　m
棒高跳

小木曽　光① 内山　朋也① 石丸　颯太① 芝井　良太②
　m 　m 　m 　m 　m 　m 　m 　m

筑波大院　6m92(-1.1) 東大院　6m78(-2.2) 東海大院　6m67(-0.4) 日大院　6m64(-1.4) 電通大院　6m61(-1.5) 　m() 　m() 　m()

　m 　m

走幅跳
谷内　　剣② 渡辺　　祥② 森口　諒也① 高山　　倭② 高島　良純②

　m() 　m()

砲丸投
池川　博史① 岩田　知大② 斎藤　知樹①

横国大院　14m43(+1.7) 東工大院　13m43(+3.9) 　m() 　m() 　m() 　m()
三段跳

前田優太郎① 広瀬　友哉①

筑波大院　45m02 　m 　m 　m 　m 　m
円盤投

岩田　知大①
筑波大院　13m37 筑波大院　12m68 横国大院　11m79 　m 　m 　m 　m 　m

上武大院　62m14 筑波大院　59m25 筑波大院　58m27 　m 　m 　m 　m 　m

　m 　m

ﾊﾝﾏｰ投
レンドンエノビホセリカルド② 富永　天平① 岩田　知大①

筑波大院　60m52 　m 　m 　m 　m 　m
やり投

池川　博史①

　.. 　..東大院　1.05.08 　.. 　.. 　.. 　.. 　..
ハーフマラソン

阿部飛雄馬②
順大院　6862点 　点 　点 　点 　点 　点 　点 　点

　m 　m

十種競技
柴田　一瞬①


