
RANK 氏名 フリガナ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 兒玉　芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 4 大分 福岡大 11.35

東京五輪代表（4×100ｍR）
シレジア2021世界リレー　代表

2021日本選手権　優勝
89日本インカレ　優勝
九州インカレ　優勝

2 石川　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 1 神奈川 青山学院大 11.48
東京五輪代表（4×100ｍＲ）

2021学生個人　優勝
関東インカレ1部　優勝

3 青山　華依 ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ 1 大阪 甲南大 11.56
東京五輪代表（4×100ｍＲ）

シレジア2021世界リレー　代表
2020全国高校陸上/U20全国陸上　2位

3 石堂　陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 1 北海道 環太平洋大 11.56
2020全国高校陸上/U20全国陸上  3位

駐車場インカレ　優勝

5 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 4 岡山 大阪成蹊大 11.58
東京五輪代表（4×100ｍＲ）

シレジア2021世界リレー　代表
関西CSS　優勝

6 壹岐　あいこ ｲｷ ｱｲｺ 3 滋賀 立命館大 11.59
2021学生個人　2位

2021日本選手権　2位
89日本インカレ　2位

7 三浦　由奈 ﾐｳﾗ ﾕﾅ 2 宮城 筑波大 11.60
8 三浦　愛華 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 2 奈良 園田学園女子大 11.61 関西CSS　2位
9 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 2 千葉 筑波大 11.65
10 鷺　麻耶子 ｻｷﾞ ﾏﾔｺ 1 東京 早稲田大 11.67 関東インカレ1部　3位
10 臼井　文音 ｳｽｲ ｱﾔﾈ 3 北海道 立命館大 11.67

1 兒玉　芽生 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 4 大分 福岡大 23.44

東京五輪代表（4×100ｍR）
シレジア2021世界リレー　代表

2021日本選手権　優勝
89日本インカレ　優勝
九州インカレ　優勝

2 齋藤　愛美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 4 岡山 大阪成蹊大 23.62

東京五輪代表（4×100ｍＲ）
シレジア2021世界リレー　代表

89日本インカレ　2位
2021日本選手権　3位

関西CS　優勝
3 石堂　陽奈 ｲｼﾄﾞｳ ﾋﾅ 1 北海道 環太平洋大 23.67

4 壹岐　あいこ ｲｷ ｱｲｺ 3 滋賀 立命館大 23.71
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　3位

5 井戸アビゲイル　風果 ｲﾄﾞｱﾋｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 2 岐阜 甲南大 23.73
関西CS　2位

2020U20日本選手権　1位
6 景山　咲穗 ｶｹﾞﾔﾏ ｻｷﾎ 2 千葉 筑波大 23.82 2020U20日本選手権  3位
7 田路　遥香 ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 2 東京 中央大 23.88
7 大城　珠莉 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 2 愛知 至学館大 23.88 東海インカレ　優勝
9 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 1 滋賀 園田学園女子大 23.96

10 石川　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 1 神奈川 青山学院大 24.03

東京五輪代表（4×100ｍＲ）
シレジア2021世界リレー　代表

関東インカレ1部　優勝
2020全国高校陸上/U20全国陸上　優勝

1 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 2 神奈川 青山学院大 53.31
シレジア2021世界リレー代表

89日本インカレ　優勝

2 松尾　季奈 ﾏﾂｵ ｷﾅ 3 兵庫 立命館大 53.59
2021学生個人　優勝

関西CSS　優勝

3 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 4 大阪 東大阪大 53.61
シレジア2021世界リレー代表

89日本インカレ　3位

4 大島　愛梨 ｵｵｼﾏ ｱｲﾘ 3 栃木 中央大 53.96
89日本インカレ　2位
関東インカレ1部　3位

5 須藤　美桜 ｽﾄﾞｳ ﾐｵ 2 東京 日本体育大 54.18
U20日本選手権　優勝
関東インカレ1部　2位

6 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 2 兵庫 武庫川女子大 54.34
7 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 1 埼玉 山梨学院大 54.48
8 後野　詩衣菜 ｺﾞﾉ ｼｲﾅ 4 京都 駿河台大 54.54 関東インカレ1部　優勝
9 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 1 滋賀 立命館大 54.84
10 アシィ　しおりパメラ ｱｼｨ ｼｵﾘﾊﾟﾒﾗ 1 北海道 大阪成蹊大 54.85

1 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 4 大阪 東大阪大 2:03.54
89日本インカレ　優勝

関西CS　優勝

2 塩見　綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ 4 京都 立命館大 2:04.24
2019ユニバーシアード代表

89日本インカレ　2位
3 ヒリアー　紗璃苗 ﾋﾘｱｰ ｻﾘﾅ 2 東京 青山学院大 2:04.73 関東インカレ1部　2位
4 山口　真実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 1 福岡 九州共立大 2:05.71 九州インカレ　優勝
5 上田　万葵 ｳｴﾀﾞ ﾏｷ 2 広島 東京学芸大 2:05.80
6 細井　衿菜 ﾎｿｲ ｴﾘﾅ 3 愛知 慶應義塾大 2:05.97
7 中村　美宇 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 4 福島 福島大 2:06.80 東北インカレ　優勝
8 仲子　綾乃 ﾅｶｺ ｱﾔﾉ 1 静岡 慶應義塾大 2:07.09
9 武藤　桃花 ﾑﾄｳ ﾓﾓｶ 3 神奈川 立教大 2:07.49
10 川島　実桜 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 1 愛知 筑波大 2:07.83 関東インカレ1部　3位
1 樫原　沙紀 ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 2 広島 筑波大 4:13.82 関東インカレ1部　2位

2 髙松　智美ムセンビ ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐﾑｾﾝﾋﾞ 4 大阪 名城大 4:16.52
2019ユニバーシアード代表
89日本インカレ　優勝
東海インカレ　2位

3 山﨑　りさ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ 1 千葉 日本体育大 4:16.96 関東インカレ1部　優勝
4 山本　有真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 3 愛知 名城大 4:17.17 東海インカレ　優勝
5 保坂　晴子 ﾎｻｶ ﾊﾙｺ 2 東京 日本体育大 4:17.25
6 西出　優月 ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ 4 大阪 関西外国語大 4:20.56 関西CS　優勝
7 谷本　七星 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 1 広島 名城大 4:20.57 東海インカレ　3位
8 逸見　亜優 ﾍﾝﾐ ｱﾕｳ 3 大阪 京都産業大 4:21.70

9 廣田　百世 ﾋﾛﾀ ﾓﾓﾖ 2 富山 富山大 4:23.51
北日本インカレ　優勝
北信越インカレ　優勝

10 尾方　唯莉 ｵｶﾞﾀ ﾕｲﾘ 1 熊本 日本体育大 4:24.06
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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　【女子】

1 不破　聖衣来 ﾌﾜ ｾｲﾗ 1 群馬 拓殖大 15:20.68
U20日本選手権　優勝
2021学生個人　3位

関東インカレ1部　優勝

2 小林　成美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 3 長野 名城大 15:33.69
日本学生記録保持者
2021学生個人　優勝

24日本学生女子ハーフ　優勝
3 髙松　智美ムセンビ ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐﾑｾﾝﾋﾞ 4 大阪 名城大 15:39.33 東海インカレ　2位
4 山﨑　りさ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ 1 千葉 日本体育大 15:44.66 関東インカレ1部　2位
5 福嶋　摩耶 ﾌｸｼﾏ ﾏﾔ 3 神奈川 城西大 15:44.90
6 中島　紗弥 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔ 4 大阪 鹿屋体育大 15:45.76 九州インカレ　優勝
7 飛田　凜香 ﾋﾀﾞ ﾘﾝｶ 3 滋賀 立命館大 15:47.59 関西CS　優勝
8 山賀　瑞穂 ﾔﾏｶﾞ ﾐｽﾞﾎ 3 埼玉 大東文化大 15:49.88
9 山本　有真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 3 愛知 名城大 15:50.60
10 柳谷　日菜 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ 4 大阪 関西大 15:52.78
1 鈴木　優花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 4 秋田 大東文化大 31:37.88
2 荒井　優奈 ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 3 兵庫 名城大 32:11.08 東海インカレ　3位
3 和田　有菜 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 4 長野 名城大 32:22.83
4 岡島　楓 ｵｶｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 4 北海道 日本体育大 32:52.19 関東インカレ1部　優勝
5 飛田　凜香 ﾋﾀﾞ ﾘﾝｶ 3 滋賀 立命館大 33:16.49
6 室伏　香音 ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 4 静岡 大阪学院大 33:16.50
7 柳谷　日菜 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ 4 大阪 関西大 33:26.27
8 飯島　果琳 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 2 大阪 関西大 33:31.16
9 増渕　祐香 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 2 東京 名城大 33:33.64 東海インカレ　2位
10 一瀬　美結 ｲﾁｾ ﾐﾕ 4 茨城 日本体育大 33:37.44
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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　【女子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 玉置　菜々子 ﾀﾏｵｷ ﾅﾅｺ 3 北海道 国士舘大 13.30
2021学生個人　優勝

関東インカレ1部　2位
2 芝田　愛花 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾅｶ 3 北海道 環太平洋大 13.35 中国四国インカレ　優勝

3 島野　真生 ｼﾏﾉ ﾏｵ 2 東京 日本体育大 13.36
89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　優勝

4 田中　きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 2 群馬 駿河台大 13.38
5 猪岡　真帆 ｲｵｶ ﾏﾎ 4 三重 中京大 13.40
6 岩佐　茉結子 ｲﾜｻ ﾏﾕｺ 1 千葉 東京学芸大 13.44 U20日本選手権　優勝

7 手塚　麻衣 ﾃﾂﾞｶ ﾏｲ 2 富山 富山大 13.49
北日本インカレ　優勝
北信越インカレ　優勝

7 岡崎　汀 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 3 鳥取 甲南大 13.49 関西CS　優勝
9 西垣　朱音 ﾆｼｶﾞｷ ｱｶﾈ 4 三重 国士舘大 13.56
9 安藤　愛未 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 2 愛知 至学館大 13.56 東海インカレ　優勝
1 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 4 秋田 早稲田大 56.96

2 山本　亜美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 1 滋賀 立命館大 57.04
2021日本選手権　優勝

関西CS　優勝
3 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 1 埼玉 山梨学院大 57.73
4 田和　りな ﾀﾜ ﾘﾅ 2 大阪 甲南大 58.09
5 青木　穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 2 福岡 青山学院大 58.14 関東インカレ1部　2位
6 津波　愛樹 ﾂﾊ ｱｲｷ 4 沖縄 福岡大 58.17 九州インカレ　優勝
7 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 2 兵庫 武庫川女子大 58.18
8 川村　優佳 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｶ 2 東京 早稲田大 58.38
9 吉田　佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ M1 岐阜 駿河台大 58.62 関東インカレ2部　優勝
10 工藤　芽衣 ｸﾄﾞｳ ﾒｲ 1 大阪 立命館大 58.69

1 吉村　玲美 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 3 神奈川 大東文化大 9:45.52
2021日本選手権　2位
89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　優勝

2 西出　優月 ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ 4 大阪 関西外国語大 9:55.01
89日本インカレ　3位

関西CS　優勝

3 西山　未奈美 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾅﾐ 4 愛媛 松山大 10:07.06
2021学生個人　3位

中国四国インカレ　優勝
4 堀尾　咲月 ﾎﾘｵ ｻﾂｷ 4 奈良 京都産業大 10:09.98

5 宮内　志佳 ﾐﾔｳﾁ ﾕｷｶ 2 茨城 日本体育大 10:12.07
2021学生個人　2位

関東インカレ1部　2位
6 谷本　七星 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ 1 広島 名城大 10:13.49 U20日本選手権　優勝
7 樫原　沙紀 ｶﾀｷﾞﾊﾗ ｻｷ 2 広島 筑波大 10:15.25
8 赤堀　かりん ｱｶﾎﾘ ｶﾘﾝ 3 静岡 日本体育大 10:20.47
9 大内　もか ｵｵｳﾁ ﾓｶ 4 愛媛 松山大 10:23.20 中国四国インカレ　2位
10 笠原　奈月 ｶｻﾊﾗ ﾅﾂｷ 2 佐賀 福岡大 10:25.48

1 籔田　みのり ﾔﾌﾞﾀ ﾐﾉﾘ 2 兵庫 武庫川女子大 46:10.77
2021学生個人　2位

関西CSS　優勝

2 立見　真央 ﾀﾂﾐ ﾏｵ 4 静岡 中京大 46:28.72
2021学生個人　2位
89日本インカレ　2位
2020学生競歩　3位

3 梅野　倖子 ｳﾒﾉ ﾕｷｺ 1 福岡 順天堂大 46:34.71
2021学生個人　3位

関東インカレ1部　優勝
4 小出　佳奈 ｺｲﾃﾞ ｶﾅ 1 奈良 順天堂大 47:37.37 関東インカレ1部　2位
5 下岡　仁美 ｼﾓｵｶ ﾋﾄﾐ 2 大阪 同志社大 48:00.32
6 中川　晴子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ 6 愛知 名古屋大 48:19.00
7 北小路　咲枝 ｷﾀｺｳｼﾞ ｻｴ 3 千葉 立教大 48:32.81
8 志々田　朝稀 ｼｼﾀﾞ ｱｻｷ 4 滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 48:41.15 関西CS　3位
9 岡本　瑠香 ｵｶﾓﾄ ﾙｶ 2 大阪 中京大 48:50.50
10 阿部　麻莉亜 ｱﾍﾞ ﾏﾘｱ 4 群馬 札幌国際大 48:54.90
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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　【女子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考
1 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 4 山口 日本体育大 1m78
1 高橋　渚 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 4 東京 日本大 1m78 関東インカレ1部　優勝

1 武山　玲奈 ﾀｹﾔﾏ ﾚｲﾅ 4 高知 環太平洋大 1m78
2021学生個人　優勝

2021日本選手権　優勝
中国四国インカレ　優勝

4 松本　万鈴 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘﾝ 2 和歌山 甲南大 1m77
4 新村　愛里 ｼﾝﾑﾗ ｱｲﾘ 4 石川 大阪国際大 1m77
6 山田　るな ﾔﾏﾀﾞ ﾙﾅ 3 埼玉 東京女子体育大 1m76
7 中村　紗華 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 4 神奈川 順天堂大 1m75
7 八重樫　澄佳 ﾔｴｶﾞｼ ｽﾐｶ 1 岩手 筑波大 1m75
7 梅原　遥奈 ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾅ 3 千葉 日本大 1m75

7 渡川　和華 ﾜﾀｶﾞﾜ ﾖﾘｶ 4 大阪 武庫川女子大 1m75
89日本インカレ　2位

関西CS　2位

7 亀田　実咲 ｶﾒﾀﾞ ﾐｻｷ 1 石川 福岡大 1m75
U20日本選手権　3位
九州インカレ　優勝

2020全日本高校陸上/U20全国陸上　優勝
1 古林　愛理 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 1 兵庫 園田学園女子大 4m13 関西CS　優勝
2 大坂谷　明里 ｵｵｻｶﾔ ｱｶﾘ 1 兵庫 園田学園女子大 4m10 関西CS　2位
2 田中　伶奈 ﾀﾅｶ ﾚﾅ 3 香川 香川大 4m10 2021日本選手権　2位

4 前川　淳 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 4 大阪 日本体育大 4m05
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　3位

関東インカレ1部　優勝

5 塩崎　泉 ｼｵｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 3 愛知 筑波大 4m00 関東インカレ1部　2位
5 台信　愛 ﾀﾞｲﾉﾌﾞ ﾒｸﾞﾐ 2 福岡 日本体育大 4m00 関東インカレ1部　3位
5 南部　珠璃 ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ M1 滋賀 中京大 4m00

8 杉沼　凜穂 ｽｷﾞﾇﾏ ﾘﾎ 2 山形 山形大 3m91
東北インカレ　優勝

北日本インカレ　優勝
9 藤家　麻鈴 ﾌｼﾞｲｴ ﾏﾍﾞﾙ 2 石川 筑波大 3m90
9 水上　真里 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘ 4 愛知 中央大 3m90
1 東　祐希 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ 4 東京 日本体育大 6m41 関東インカレ1部　2位

2 髙良　彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 3 兵庫 筑波大 6m35
2021日本選手権　2位

関東インカレ1部　優勝
2019ユニバーシアード代表

3 高橋　瑞希 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 4 宮城 福島大 6m28
東海インカレ　優勝

北日本インカレ　優勝

4 小玉　葵水 ｺﾀﾞﾏ ｱﾐ 3 北海道 東海大北海道 6m24
89日本インカレ　2位
北海道インカレ　優勝
北日本インカレ　2位

5 北田　莉亜 ｷﾀﾀﾞ ﾘｱ 2 大阪 関西学院大 6m18 関西CSS　優勝
6 中津川　亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱｽﾞｷ 2 静岡 横浜国立大 6m16
7 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 4 岐阜 岐阜協立大 6m16 東海インカレ　優勝
8 杉村　奏笑 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾅｴ 4 千葉 日本大 6m15
9 白土　茶実 ｼﾗﾄ ﾁｬﾐ 1 千葉 横浜国立大 6m14
10 松田　奈夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 1 北海道 青山学院大 6m11 2020全国高校陸上/U20全国陸上  2位

1 髙島　真織子 ﾀｶｼﾏ ﾏｵｺ 4 兵庫 福岡大 13m19
2021学生個人　優勝

89日本インカレ　優勝
九州インカレ　優勝

2 船田　茜理 ﾌﾅﾀﾞ ｱｶﾘ 3 兵庫 武庫川女子大 13m11
89日本インカレ　3位

関西CSS　優勝
3 髙良　彩花 ｺｳﾗ ｱﾔｶ 3 兵庫 筑波大 12m98 2021日本選手権　2位
4 中津川　亜月 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱｽﾞｷ 2 静岡 横浜国立大 12m90 関東インカレ1部　3位
5 中村　紗華 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 4 神奈川 順天堂大 12m89
6 内山　咲良 ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ 6 東京 東京大 12m86 関東インカレ1部　優勝
7 山下　桐子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳｺ 4 福島 筑波大 12m79 関東インカレ1部　2位
8 鞍田　沙耶佳 ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 2 石川 駿河台大 12m73
8 梅津　彩香 ｳﾒﾂﾞ ｱﾔｶ 4 滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 12m73
10 小寺　波音 ｺﾃﾞﾗ ﾊﾉﾝ 2 愛知 日本女子体育大 12m72 U20日本選手権　2位

三段跳

跳躍競技
種目

走高跳

棒高跳

走幅跳



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　【女子】

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 大野　史佳 ｵｵﾉ ﾌﾐｶ 3 埼玉 埼玉大 16m32

2021日本選手権　2位
2021学生個人　優勝

89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　優勝

2 郡　菜々佳 ｺｵﾘ ﾅﾅｶ M2 大阪 九州共立大 16m23
2021日本選手権　優勝

2019ユニバーシアード代表

3 髙橋　由華 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ M2 新潟 九州共立大 15m47
2021学生個人　3位
89日本インカレ　2位
九州インカレ　2位

4 小山田　芙由子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕｺ 3 東京 日本大 15m46 関東インカレ1部　2位

5 進堂　りか ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 4 大阪 九州共立大 15m21
2021学生個人　2位
九州インカレ　優勝

6 廣島　愛亜梨 ﾋﾛｼﾏ ﾒｱﾘ 2 大阪 日本大 15m17
89日本インカレ　3位
関東インカレ1部　3位

7 秋山　愛莉 ｱｷﾔﾏ ｱｲﾘ 2 静岡 福岡大 14m94
8 大迫　晴香 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 3 神奈川 国士舘大 14m64
9 大谷　夏稀 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 3 大分 福岡大 14m43 九州インカレ　3位
10 岩本　真波 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 2 奈良 大阪体育大 14m31 関西CS　2位

1 齋藤　真希 ｻｲﾄｳ ﾏｷ 3 山形 東京女子体育大 55m46

2021日本選手権　優勝
2021学生個人　優勝

関東インカレ1部　優勝
2019ユニバーシアード代表

2 郡　菜々佳 ｺｵﾘ ﾅﾅｶ M2 大阪 九州共立大 55m30

日本学生記録保持者
2021日本選手権　3位
89日本インカレ優勝
九州インカレ　優勝
2019世界陸上代表

2019ユニバーシアード代表

3 半田　水晶 ﾊﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｷ M2 群馬 筑波大 51m30
89日本インカレ　2位

関東インカレ2部　優勝
4 荒野　幸帆 ｱﾗﾉ ﾕｷﾎ 4 富山 日本体育大 51m00

5 城間　歩和 ｼﾛﾏ ﾎﾉｶ 3 沖縄 九州共立大 49m59
2021学生個人　2位
九州インカレ　2位

6 平野　優花 ﾋﾗﾉ ﾕｳｶ 4 愛知 日本体育大 49m21 関東インカレ1部　3位
7 小松　真琴 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ 3 茨城 筑波大 48m41
8 安達　芽衣 ｱﾀﾞﾁ ﾒｲ 3 埼玉 日本体育大 48m20
9 近藤　沙南 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 4 愛知 中京大 47m86
10 大迫　晴香 ｵｵｻｺ ﾊﾙｶ 3 神奈川 国士舘大 47m73 関東インカレ1部　2位

1 渡邉　ももこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 3 福井 筑波大 60m49
89日本インカレ　2位
関東インカレ1部　2位

2 松島　成美 ﾏﾂｼﾏ ﾅﾙﾐ 4 静岡 国際武道大 59m43 関東インカレ1部　優勝

3 勝治　玲海 ｶﾂﾔ ﾚﾐ 2 広島 九州共立大 58m69
2021学生個人　優勝
九州インカレ　優勝

4 高橋　沙湖 ﾀｶﾊｼ ｻｺ M2 秋田 大阪体育大 58m65
2021学生個人　2位

関西CSS　2位

5 エパサカ　テレサ ｴﾊﾟｻｶ ﾃﾚｻ 3 兵庫 新潟医療福祉大 58m54
北日本インカレ　優勝
北信越インカレ　優勝

6 奥村　梨里佳 ｵｸﾑﾗ ﾘﾘｶ 2 奈良 九州共立大 57m67
7 谷内　佳那 ﾀﾆｳﾁ ｶﾅ 4 兵庫 九州共立大 57m64 九州インカレ　2位
8 菊池　美緒 ｷｸﾁ ﾐｵ 4 宮城 福岡大 56m73 九州インカレ　3位
9 白木　七星 ｼﾗｷ ﾅﾅｾ 4 岐阜 岐阜協立大 56m19 東海インカレ　優勝

10 尾﨑　琴音 ｵｻﾞｷ ｺﾄﾈ 1 愛媛 日本大 56m16
関東インカレ1部　3位
U20日本選手権　優勝

1 武本　紗栄 ﾀｹﾓﾄ ｻｴ 4 兵庫 大阪体育大 62m39

2021日本選手権　3位
2021学生個人　優勝
89日本インカレ　2位

関西CSS　優勝

2 上田　百寧 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓﾈ 4 福岡 福岡大 61m75
89日本インカレ　優勝
九州インカレ　優勝

3 山下　実花子 ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｺ M2 京都 九州共立大 59m30
89日本インカレ　3位
九州インカレ　2位

4 奈良岡　翠蘭 ﾅﾗｵｶ ﾐﾗﾝ 3 青森 日本大 58m87
5 長　麻尋 ｵｻ ﾏﾋﾛ 4 和歌山 国士舘大 58m57 関東インカレ1部　2位
6 山元　祐季 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 3 鹿児島 九州共立大 57m47 2021学生個人　2位
7 兵藤　秋穂 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷﾎ 4 宮城 筑波大 55m44
8 田畑　美羽 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｳ 1 静岡 中京大 54m12 U20日本選手権　2位
9 桒原　千賀子 ｸﾜﾊﾗ ﾁｶｺ 4 兵庫 園田学園女子大 53m81 関西CS　2位

10 中村　怜 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 1 大阪 東大阪大 53m47
U20日本選手権　優勝

関西CS　3位

RANK 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 陸協 所属団体名 記録 備考

1 大玉　華鈴 ｵｵﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ 4 山口 日本体育大 5633点
89日本インカレ　優勝
関東インカレ1部　優勝

2 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 2 愛知 至学館大 5346点 東海インカレ　優勝
3 池田　涼香 ｲｹﾀﾞ ｽｽﾞｶ 3 京都 筑波大 5289点
4 橋本　春菜 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ M1 茨城 筑波大 5288点
5 猪岡　真帆 ｲｵｶ ﾏﾎ 4 三重 中京大 5232点
6 梶木　菜々香 ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 3 栃木 中央大 5213点
7 中村　雪乃 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ 4 宮城 東京女子体育大 5194点 関東インカレ1部　2位
8 藤田　紗江 ﾌｼﾞﾀ ｻｴ 3 三重 国士舘大 5192点 関東インカレ1部　3位
9 水谷　佳歩 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾎ 3 大阪 中京大 5156点
10 山下　紗稀子 ﾔﾏｼﾀ ｻｷｺ 4 京都 立命館大 5145点 関西CS　2位

ハンマー投

やり投

混成競技
種目

七種競技

投てき競技
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　【女子】

リレー競技
RANK 記録
1 日本体育大 44.65
2 福岡大 44.92
3 立命館大 45.26
4 青山学院大 45.46
4 甲南大 45.46
6 駿河台大 45.57
7 筑波大 45.67
8 中央大 46.01
9 新潟医療福祉大 46.03
10 山梨学院大 46.08
1 早稲田大 3:37.15
2 立命館大 3:38.43
3 青山学院大 3:39.22
4 日本体育大 3:40.29
5 中央大 3:40.40
6 福岡大 3:40.55
7 東大阪大 3:43.38
8 園田学園女子大 3:43.65
9 駿河台大 3:44.13
10 新潟医療福祉大 3:44.43

4×100mR

4×400mR

種目


