
RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 デーデー　ブルーノ ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 4 長野 東海大 10.19

東京五輪代表（4×400mR）
シレジア2021世界リレー代表

2021日本選手権　2位
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　2位
関東インカレ1部　3位

2019ユニバーシアード代表

2 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 4 静岡 城西大 10.22
シレジア2021世界リレー　代表

89日本インカレ　3位
関東インカレ1部　優勝

3 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 4 埼玉 東洋大 10.24 シレジア2021世界リレー　代表
4 和田　遼 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 3 京都 東洋大 10.28 関西CS　優勝
5 桒原　拓也 ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 4 兵庫 関西学院大 10.30 関西CS　3位
5 植本　尚輝 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 5 大阪 京都産業大 10.30
7 福島　聖 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 4 富山 富山大 10.31 北信越インカレ　優勝
8 宮内　和哉 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ 2 大阪 関西大 10.32
9 丘田　龍弥 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 4 兵庫 関西学院大 10.33
10 深川　真平 ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 2 大阪 大東文化大 10.34
10 桑田　成仁 ｸﾜﾀ ﾅﾙﾋﾄ 4 愛媛 法政大 10.34
1 松本　朗 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 4 福岡 早稲田大 20.57
2 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 4 東京 大東文化大 20.61 関東インカレ２部　優勝
3 木下　裕貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ M1 宮崎 順天堂大 20.66 関東インカレ3部　優勝
4 植本　尚輝 ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 5 大阪 京都産業大 20.72
4 上山　紘輝 ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 4 三重 近畿大 20.72

6 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 4 静岡 城西大 20.73
2021日本選手権　3位
89日本インカレ　2位

7 井本　佳伸 ｲﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 4 京都 東海大 20.75
8 三浦　励央奈 ﾐｳﾗ ﾚｵﾅ 3 神奈川 早稲田大 20.77
9 澤　大地 ｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 3 滋賀 早稲田大 20.80
9 井澤　竜二 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 3 広島 日本体育大 20.80 関東インカレ1部　3位

1 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 4 東京 日本大 45.83
2020日本選手権　2位
89日本インカレ　優勝

2 中島　佑気ジョセフ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷｼﾞｮｾﾌ 2 東京 東洋大 46.09 関東インカレ1部　優勝
2 岩崎　立来 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 3 奈良 大阪体育大 46.09 関西CS　優勝
4 野瀬　大輝 ﾉｾ ﾀﾞｲｷ 3 滋賀 立命館大 46.35
5 藤好　駿太 ﾌｼﾞﾖｼ ｼｭﾝﾀ 2 福岡 早稲田大 46.50
6 友田　真隆 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 1 埼玉 東京理科大 46.51 関東インカレ2部　3位
7 木下　祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ 1 京都 法政大 46.55 U20日本選手権　2位
8 富田　大智 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲﾁ 2 愛知 法政大 46.64 関東インカレ1部　2位
9 大谷　尚文 ｵｵﾔ ﾅｵﾌﾐ M1 三重 慶應義塾大 46.65 関東インカレ3部　優勝
10 中里　将基 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 3 栃木 作新学院大 46.87 関東インカレ2部　2位
10 梅谷　穗志亜 ｳﾒﾀﾆ ﾎｼｱ 4 奈良 東海大 46.87

1 源　裕貴 ﾐﾅﾓﾄ ﾋﾛｷ 4 山口 環太平洋大 1:45.75
日本タイ記録・日本学生記録保持者

中国四国インカレ　優勝

2 金子　魅玖人 ｶﾈｺ ﾐｸﾄ 2 千葉 中央大 1:45.85
2021日本選手権　2位

関東インカレ1部　優勝
3 松本　純弥 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 3 神奈川 法政大 1:47.02
4 根本　大輝 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 4 栃木 順天堂大 1:47.94 89日本インカレ　3位

5 飯濵　友太郎 ｲｲﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 2 埼玉 立教大 1:47.98
89日本インカレ　2位
関東インカレ2部　2位

6 一ノ宮　健郎 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾀｹﾛｳ 4 愛媛 関西学院大 1:48.04 関西CS　優勝
7 石川　昌樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 3 神奈川 横浜国立大 1:48.21 関東インカレ2部　優勝
8 山﨑　優希 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 3 兵庫 広島経済大 1:48.69 中国四国インカレ　2位
9 三木　秀斗 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ 4 大阪 近畿大 1:48.73 関西CS　3位
10 安倍　優紀 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 2 福島 東海大 1:48.75 関東インカレ1部　2位

1 飯澤　千翔 ｲｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 3 神奈川 東海大 3:38.94
89日本インカレ　2位
北海道インカレ　優勝

2 高橋　佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 4 兵庫 北海道大 3:40.34
89日本インカレ　2位
北海道インカレ　優勝

3 中井　啓太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 3 鳥取 環太平洋大 3:42.37 中国四国インカレ　優勝
4 山田　俊輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 2 神奈川 中央大 3:43.73
5 甲木　康博 ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ 1 東京 東洋大 3:44.62 2020全国高校陸上/U20全国陸上　2位
6 石川　昌樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 3 神奈川 横浜国立大 3:44.71
7 馬場　勇一郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2 愛知 明治大 3:44.82
8 原田　凌輔 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 4 千葉 順天堂大 3:45.43
9 及川　瑠音 ｵｲｶﾜ ﾙｵﾝ 3 岩手 東洋大 3:45.61
10 五十嵐　堅太郎 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ 2 埼玉 城西大 3:46.77
1 イェゴン　ヴィンセント ｲｪｺﾞﾝ ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ 3 埼玉 東京国際大 13:15.15 関東インカレ2部　優勝
2 ワンジク　チャールズカマウ ﾜﾝｼﾞｸ ﾁｬｰﾙｽﾞｶﾏｳ 2 埼玉 武蔵野学院大 13:25.65
3 吉居　大和 ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ 2 宮城 中央大 13:25.87 89日本インカレ　優勝
4 ローレンス　グレ ﾛｰﾚﾝｽ ｸﾞﾚ 4 北海道 札幌学院大 13:30.57
5 近藤　幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 3 愛知 青山学院大 13:34.88
6 中谷　雄飛 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 4 長野 早稲田大 13:39.21
7 デジェン　テスファルムウェルド ﾃﾞｼﾞｪﾝ ﾃｽﾌｧﾙﾑｳｪﾙﾄﾞｩ 2 神奈川 星槎大 13:41.03
8 三浦　拓朗 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 4 兵庫 中央大 13:41.05
9 若林　宏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 1 京都 青山学院大 13:41.32
10 野村　優作 ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ 3 和歌山 順天堂大 13:41.73
1 ワンジク　チャールズカマウ ﾜﾝｼﾞｸ ﾁｬｰﾙｽﾞｶﾏｳ 2 埼玉 武蔵野学院大 27:30.09
2 ジェームズ　ブヌカ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ﾌﾞﾇｶ 4 埼玉 駿河台大 27:45.59 関東インカレ1部　3位
3 フィリップ　ムルワ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾑﾙﾜ 3 東京 創価大 27:50.43 関東インカレ2部　2位
4 ボニフェス　ムルア ﾎﾞﾆﾌｪｽ ﾑﾙｱ 3 山梨 山梨学院大 28:08.10
5 ルカ　ムセンビ ﾙｶ ﾑｾﾝﾋﾞ 3 埼玉 東京国際大 28:20.09
6 西久保　遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 3 佐賀 青山学院大 28:21.39
7 松岡　竜矢 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾔ 3 新潟 日本大 28:21.52
8 ポール　オニエゴ ﾎﾟｰﾙ ｵﾆｴｺﾞ 4 山梨 山梨学院大 28:28.67
9 嶋津　雄大 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 4 東京 創価大 28:34.40
10 吉岡　智輝 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ 4 佐賀 順天堂大 28:36.90

天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
各種目上位10位　【男子】

トラック競技
種目

100m

200m

400m

1500m

5000m

800m

10000m



天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
各種目上位10位　【男子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 泉谷　駿介 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 4 神奈川 順天堂大 13.06

東京五輪代表
日本記録・日本学生記録保持者

2021日本選手権　優勝
関東インカレ1部　優勝

2019ユニバーシアード3位

2 村竹　ラシッド ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ 2 千葉 順天堂大 13.28
89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　2位

3 横地　大雅 ﾖｺﾁ ﾀｲｶﾞ 3 東京 法政大 13.45
2021学生個人　2位
89日本インカレ　2位
関東インカレ1部　3位

4 徳岡　凌 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 4 兵庫 立命館大 13.55
2021学生個人　優勝

関西CS 　優勝
5 清水　功一朗 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 4 大阪 関西学院大 13.72 関西CS　2位
6 山田　那衆 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｼｭ 4 新潟 日本大 13.75

7 近藤　翠月 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 1 新潟 東海大 13.76
2020全国高校陸上/U20全国陸上　優勝

U20日本選手権　優勝
8 森戸　信陽 ﾓﾘﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 4 千葉 早稲田大 13.79
9 樋口　陸人 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 4 奈良 法政大 13.80
10 豊田　兼 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 1 東京 慶應義塾大 13.88 U20日本選手権　3位
10 宮﨑　匠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 2 福岡 中央大 13.88

1 黒川　和樹 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 2 山口 法政大 48.68

東京五輪代表
2021日本選手権　優勝
89日本インカレ　2位

関東インカレ1部　優勝

2 山内　大夢 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾑ 4 福島 早稲田大 48.84
東京五輪代表

関東インカレ1部　2位
3 山本　竜大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ M2 千葉 日本大 49.12 89日本インカレ　優勝
4 𠮷田　京平 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ M2 岡山 東京学芸大 49.40 89日本インカレ　3位
5 出口　晴翔 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 2 福岡 順天堂大 49.90

6 村上　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 2 兵庫 同志社大 49.96
2021学生個人　優勝

関西CS 　優勝
7 豊田　兼 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝ 1 東京 慶應義塾大 50.19
8 大村　東輝 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 1 福岡 九州共立大 50.27 U20日本選手権　優勝
9 児玉　悠作 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 3 長野 法政大 50.48
10 伊奈　颯太 ｲﾅ ｿｳﾀ 3 愛知 城西大 50.67

1 三浦　龍司 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 2 島根 順天堂大 8:09.92

東京五輪代表
日本記録・日本学生記録保持者

2021日本選手権　優勝
89日本インカレ　優勝

2 小原　響 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ 2 宮城 青山学院大 8:27.80

3 服部　壮馬 ﾊｯﾄﾘ ｿｳﾏ 1 京都 順天堂大 8:39.19
関東インカレ1部　2位

2020全国高校陸上/U20全国陸上　3位
U20日本選手権　優勝

4 諸冨　湧 ﾓﾛﾄﾐ ﾜｸ 1 京都 早稲田大 8:45.74 89日本インカレ　3位
5 西方　大珠 ﾆｼｶﾀ ﾀｲｼﾞｭ 4 静岡 神奈川大 8:47.18 関東インカレ2部　2位
6 麓　逸希 ﾌﾓﾄ ｲﾂｷ 2 熊本 東京国際大 8:49.39
7 中込　空 ﾅｶｺﾞﾐ ｿﾗ 2 山梨 山梨学院大 8:52.13
8 山本　嵐 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 4 長野 城西大 8:54.76
9 今江　勇人 ｲﾏｴ ﾕｳﾄ M2 宮城 千葉大 8:55.11
10 ワング　イブラヒム ﾜﾝｸﾞ ｲﾌﾞﾗﾋﾑ 1 北海道 札幌学院大 8:57.02

1 古賀　友太 ｺｶﾞ ﾕｳﾀ 4 福岡 明治大 39:03.94

2021学生個人　優勝
日本インカレ　2位

関東インカレ2部　優勝
2019ユニバーシアード20kmW3位

2 住所　大翔 ｼﾞｭｳｼｮ ﾋﾛﾄ 4 兵庫 順天堂大 39:18.63
2021学生個人　2位

関東インカレ1部　優勝
3 濱西　諒 ﾊﾏﾆｼ ﾘｮｳ 3 大阪 明治大 40:12.38 関東インカレ2部　2位
4 石田　昴 ｲｼﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 4 富山 立命館大 40:20.41
5 栁原　隼 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾊﾔﾄ 4 滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 40:49.98 関西CS　2位
6 村手　光樹 ﾑﾗﾃ ﾐﾂｷ 3 三重 東京学芸大 40:55.81 関東インカレ2部　3位
7 竹内　悠 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 4 東京 東海大 41:02.66
8 福井　隆真 ﾌｸｲ ﾘｭｳﾏ 4 千葉 一橋大 41:07.77
9 萬壽　春輝 ﾏﾝｼﾞｭ ﾊﾙｷ 2 岡山 順天堂大 41:19.45 関東インカレ1部　2位
10 柳橋　和輝 ﾔﾅﾊｼ ｶｽﾞｷ 3 富山 国士舘大 41:28.38 関東インカレ1部　3位
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天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
各種目上位10位　【男子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 堀井　遥樹 ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ 4 福井 新潟医療福祉大 2m24

2021学生個人　優勝
89日本インカレ　3位
北信越インカレ　2位
北日本インカレ　優勝

2 渡辺　尚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 4 神奈川 東海大 2m20 関東インカレ1部　優勝
3 久保木　春佑 ｸﾎﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 4 鹿児島 東京学芸大 2m18 関東インカレ2部　優勝
3 平塚　玄空 ﾋﾗﾂｶ ｹﾞﾝｸｳ 6 東京 日本大 2m18 関東インカレ1部　2位

3 本田　基偉 ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ 5 三重 近畿大工業高専 2m18
U20日本選手権　優勝
東海インカレ　優勝

6 坂井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 2 大阪 東海大 2m17
89日本インカレ　2位
関東インカレ1部　3位

6 宇野　琳太郎 ｳﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 2 愛知 中京大 2m17
6 永島　将貴 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｷ 2 福岡 福岡大 2m17 九州インカレ　優勝
9 樋口　智一 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ M2 愛知 愛知教育大 2m16 東海インカレ　3位
10 武田　翔太 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 2 神奈川 慶應義塾大 2m15

1 古澤　一生 ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞｷ 1 群馬 筑波大 5m52
2020全国高校陸上/U20全国陸上　2位

関東インカレ1部　3位

2 大崎　洋介 ｵｵｻｷ ﾖｳｽｹ 3 兵庫 日本体育大 5m50
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　2位

関東インカレ1部　優勝
3 奥　吏玖 ｵｸ ﾘｸ 4 京都 順天堂大 5m41 2021学生個人　3位
4 小林　拓己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 2 群馬 育英大 5m40 関東インカレ2部　2位
4 尾﨑　駿翔 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 4 東京 日本体育大 5m40 関東インカレ1部　2位
4 柄澤　智哉 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ 1 群馬 日本体育大 5m40 U20日本選手権　優勝
7 石丸　颯太 ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ M1 愛媛 順天堂大 5m35 関東インカレ3部　3位
8 三戸田　湧司 ﾐﾄﾀﾞ ﾕｳｼ 3 兵庫 関西学院大 5m31 関西CS　優勝
9 中野　隼斗 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 2 神奈川 順天堂大 5m30
9 内山　朋也 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ M1 長野 筑波大 5m30
9 森田　凌世 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ 4 香川 関西学院大 5m30
1 吉田　弘道 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 4 兵庫 立命館大 8m14 関西CS　優勝
2 藤原　孝輝 ﾌｼﾞﾊﾗ ｺｳｷ 1 京都 東洋大 8m12

3 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ S1 三重 近畿大工業高専 8m00

2020日本選手権　3位
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　3位
東海インカレ　優勝

4 泉谷　駿介 ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 4 神奈川 順天堂大 7m92

4 安立　雄斗 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 3 広島 福岡大 7m92
2021学生個人　2位
九州インカレ　優勝

6 鳥海　勇斗 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳﾄ 2 千葉 日本大 7m88 関東インカレ1部　優勝

7 津藤　広夢 ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ 3 群馬 順天堂大 7m87
2021学生個人　3位

関東インカレ1部　2位
8 藤原　陸登 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 3 広島 環太平洋大 7m84 中国四国インカレ　優勝
9 松本　彗佑 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 4 奈良 同志社大 7m80
10 田中　隆太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1 大阪 順天堂大 7m79 U20日本選手権　3位
1 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ S1 三重 近畿大工業高専 16m35 89日本インカレ　優勝

2 安立　雄斗 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 3 広島 福岡大 16m07
2021日本選手権　2位
2021学生個人　優勝
九州インカレ　3位

3 相馬　奨之介 ｿｳﾏ ｼｮｳﾉｽｹ 4 福岡 日本体育大 15m94
4 小田　大雅 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ M1 神奈川 福岡大 15m89
5 廣田　麟太郎 ﾋﾛﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 1 長崎 日本大 15m84 U20日本選手権　優勝

6 對馬　勇斗 ﾂｼﾏ ﾊﾔﾄ 4 青森 仙台大 15m82
東北インカレ　優勝

北日本インカレ　優勝
6 田中　宏祐 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 2 大阪 順天堂大 15m82
8 岩﨑　孝史 ｲﾜｻｷ ｺｳｼ 4 鹿児島 鹿屋体育大 15m81 89日本インカレ3位
9 鈴木　憲伸 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 3 東京 明治大 15m80 関東インカレ2部　2位
10 松田　基 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｷ 3 山形 筑波大 15m77 関東インカレ1部　2位

跳躍競技
種目

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳



天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
各種目上位10位　【男子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ M2 徳島 四国大 17m85
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　2位

2 岩佐　隆時 ｲﾜｻ ﾘｭｳｼﾞ 5 福井 東海大 17m69
2021学生個人　2位

89日本インカレ　優勝

3 奥村　仁志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ 3 福井 国士舘大 17m47
2021学生個人　3位

関東インカレ1部　優勝
4 金城　海斗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｲﾄ 4 沖縄 鹿屋体育大 17m24 九州インカレ　2位
5 夏井　勇輝 ﾅﾂｲ ﾕｳｷ 3 岩手 東海大 17m21
6 阿部　敏明 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 4 新潟 日本大 16m91 関東インカレ1部　2位

7 アツオビン　ジェイソン ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 1 大阪 福岡大 16m81
2020全国高校陸上/U20全国陸上　優勝

U20日本選手権　優勝
九州インカレ　優勝

8 稻福　颯 ｲﾅﾌｸ ﾊﾔﾃ 3 岐阜 中京大 16m78
9 佐藤　皓人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 4 福島 日本大 16m60 89日本インカレ　3位
10 國司　裕通 ｸﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 4 東京 日本大 16m59 関東インカレ1部　3位

1 幸長　慎一 ﾕｷﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ M2 徳島 四国大 60m69

日本学生記録保持者
2021日本選手権　3位
2021学生個人　優勝

89日本インカレ　優勝

2 山下　航生 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 3 岐阜 九州共立大 55m33
89日本インカレ　2位
九州インカレ　2位

3 阿部　敏明 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 4 新潟 日本大 54m69 関東インカレ1部　3位

4 飛川　龍雅 ﾄﾋﾞｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 4 滋賀 東海大 54m29
2021学生個人　2位

関東インカレ1部　2位

5 奥村　仁志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ 3 福井 国士舘大 53m13
89日本インカレ　3位

関東インカレ1部　優勝

6 中町　真澄 ﾅｶﾏﾁ ﾏｽﾐ 2 石川 新潟医療福祉大 52m57
U20日本選手権　優勝
2021学生個人　3位

北信越インカレ　優勝
7 藤原　孝史朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾛｳ 2 沖縄 九州共立大 51m14 九州インカレ　優勝
8 望月　翔太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 3 兵庫 九州共立大 50m72 九州インカレ　3位
9 北原　博企 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ 1 新潟 新潟医療福祉大 50m28 U20日本選手権　2位
10 廣田　歩夢 ﾋﾛﾀ ｱﾕﾑ M1 兵庫 福岡大 49m95

1 福田　翔大 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 3 大阪 日本大 71m37

2021日本選手権　優勝
2021学生個人　2位

89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　優勝

2 中川　逹斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ M1 兵庫 九州共立大 71m10
2021学生個人　優勝
九州インカレ　優勝

3 小田　航平 ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 4 福岡 九州共立大 68m56
2021学生個人　3位
九州インカレ　2位

4 石坂　奨真 ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ 3 東京 順天堂大 65m68
5 川合　隆誠 ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ 3 三重 順天堂大 65m27 関東インカレ1部　2位
6 佐々木　秀斗 ｻｻｷ ｼｭｳﾄ 3 岐阜 岐阜協立大 65m18 東海インカレ　優勝
7 久門　大起 ｸﾓﾝ ﾀﾞｲｷ 3 愛媛 日本大 64m80 関東インカレ1部　3位
8 レンドンエノビ　ホセリカルド ﾚﾝﾄﾞﾝｴﾉﾋﾞ ﾎｾﾘｶﾙﾄﾞ M2 群馬 上武大 63m48 関東インカレ3部　優勝
9 藤本　智大 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 4 兵庫 九州共立大 63m39 九州インカレ　3位
10 山川　滉心 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｼﾝ 2 三重 中京大 62m74

1 鈴木　文人 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋﾄ 4 福岡 九州共立大 77m05
2021学生個人　優勝
九州インカレ　2位

2 巖　優作 ｲﾜｵ ﾕｳｻｸ 1 兵庫 筑波大 76m41
3 堤　洸太郎 ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 2 愛知 筑波大 72m88

4 鈴木　凛 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 1 山梨 九州共立大 72m79
2020全国高校陸上/U20全国陸上　3位

U20日本選手権　2位
九州インカレ　3位

5 大沼　航弥 オオヌマ コウヤ 4 宮城 東北学大 72m43
東北インカレ　優勝
北日本インカレ　2位

6 秦　康太 ﾊﾀ ｺｳﾀ 3 兵庫 大阪体育大 72m32

7 吉野　壱圭 ﾖｼﾉ ｲｯｹｲ 1 奈良 九州共立大 71m65
U20日本選手権　優勝
九州インカレ　優勝

8 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 2 大阪 日本大 71m47
9 畦地　将史 ｱｾﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 4 千葉 慶應義塾大 71m14 関東インカレ1部　3位
10 水谷　勇斗 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 3 岡山 環太平洋大 71m07

ハンマー投

投てき競技

やり投

種目

砲丸投

円盤投



天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
各種目上位10位　【男子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考
1 田上　駿 ﾀｳｴ ｼｭﾝ M2 京都 順天堂大 7764点 89日本インカレ　2位

2 川上　ヒデル ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾙ 4 兵庫 関西学院大 7653点
89日本インカレ　優勝

関西CS　優勝
3 佐田　征義 ｻﾀ ｾｲｷﾞ 3 鹿児島 順天堂大 7298点 関東インカレ1部　優勝
4 森口　諒也 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ M1 大阪 東海大 7253点
5 原口　凜 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾘﾝ 4 神奈川 国士舘大 7236点 関東インカレ1部　2位
6 岩崎　将真 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾏ 4 愛知 中京大 7223点
7 市川　翔太 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 4 山梨 福岡大 7150点 九州インカレ　優勝
8 前川　斉幸 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 4 三重 中京大 7081点
9 小坪　聖人 ｺﾂﾎﾞ ﾏｻﾄ M1 富山 富山大 7068点 北信越インカレ　優勝
10 山岸　幹 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄｷ 3 東京 国士舘大 6905点 関東インカレ1部　3位
10 北川　嵩人 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾄ 3 京都 国士舘大 6905点

リレー競技
RANK 記録

1 中央大 38.65
2 法政大 38.96
3 東海大 39.10
4 立命館大 39.27
5 大東文化大 39.28
6 東洋大 39.32
7 早稲田大 39.38
8 近畿大 39.39
9 日本大 39.40
10 中京大 39.45

1 日本大 3:04.32
2 早稲田大 3:04.34
3 東洋大 3:05.84
4 中央大 3:06.72
5 関西学院大 3:08.54
6 法政大 3:08.59
7 立命館大 3:08.76
8 近畿大 3:08.87
9 駿河台大 3:08.95
10 筑波大 3:09.19

4×400mR

混成競技
種目

十種競技

種目

4×100mR


