
代表者会議 会議内容 

 

1）スタートリストの訂正に関して 

本大会配布のスタートリストの「男子 100ｍ」「男子 200ｍ」「男子 400ｍ」「男子 5000

ｍ」「男子 3000ｍSC」「男子 4×400ｍR」に関しまして、訂正がございます。訂正版を添

付いたしますので、ご確認をよろしくお願いいたします。また、こちらの訂正版に関して

は、アスリートランキング上に公開されているものと同様であります。必要がありました

ら、紙媒体も配布いたしますので、受付でお申し付けください。 

 

2）タイムテーブル訂正に関して 

配布プログラムのタイムテーブルに訂正がございます。訂正点は、トラック競技の招集完

了時刻と招集開始時刻がそれぞれ 30 分前から 15 分前、40 分前から 25 分前へと変更にな

っています。また、二日目投擲競技の「男子砲丸投」と「女子砲丸投」の時刻が入れ替わ

っています。こちらに関しましても、訂正版を添付いたしますので、ご確認いただくか、

アスリートランキングをご参照ください。 

 

3）棄権者に関して 

現時点で受付をした棄権者リストを送付いたします。ご確認をよろしくお願いいたしま

す。 

 

4）第 90 回日本学生陸上競技対校選手権大会 標準記録に関して 

2021 年 6 月 30 日に更新された、標準記録一覧を添付させていただきますので、ご確認を

よろしくお願いいたします。また、本大会は C 標準該当大会となります。 

 

5）連絡事項及び入場順に関して 

連絡事項及び入場順を記載した資料を添付させていただきますので、ご確認ください。な

お、こちらは、アスリートランキングの本大会ページ下部にございます。「連絡事項＋入

場順」と同様の内容です。 

 

6）補助員に関して 

補助員割り振りを添付させていただきますので、ご確認をよろしくお願いいたします。補

助員の集合は、両日共に 8 時にホームストレート中程になります。なお、学校名の記載が

無い学校からの補助員の選出は不要です。ご協力ありがとうございました。 

 

 



7）入退場箇所に関して 

本大会は、正面右側の第 2 ゲート及び、補助競技場横の階段からのみ入退場いただけま

す。入り口でテレサによるチェックを受け、入場するようにしてください。 

 

8）開会式に関して 

明日の開会式は、各校から代表者を 1 名選出し、ご出席ください。部旗のある大学はお持

ちください。 

 

9）競技場での練習に関して 

明日は、開場の 7 時から 8 時 50 分まで、競技技場内での練習が可能です。ただし、芝生

に入ってのウォーミングアップ及び、投擲練習は禁止です。ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

10）招集に関して 

招集は「現地招集」となります。なお、3000ｍSC に関しまして、100ｍスタート側にお集

まりください。なお、競技シューズの底厚にご注意ください。 

 

11）競技場内の陣地に関して 

各校の陣地は、ホーム及びスタンドのみとしてください。ホームスタンドの裏の会議室の

ある廊下等を陣地とする行為はおやめください。詳細は資料をご覧ください。 

 

12）棄権者のリレー競技への出場制限に関して 

棄権者がリレー競技へ出場することへの制限はございません。 

 

13）長距離種目の打ち切りに関して 

長距離種目において、打ち切りの時間制限がございますが、こちらに関しては、本大会に

おいても適用予定であります。ただし、大会委員長の判断によっては適用しないこと場合

もあり得ます。基本的には、適用するという認識でお願いいたします。 

 

14）雨天走路に関して 

雨天走路の使用者上限数は 70 人となります。密とならないよう、ご配慮ください。 

 

 

 



予選  
準決勝  

決勝  

1組 2組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

YAMAMOTO Ren トヤマダイガク KANNO Tsuguru トウホクガクインダイガク

2  202 山本　蓮 (00) ( 3 )  富山大 (　　) 2  2116 菅野　嗣 (99) ( 4 )  東北学院大 (　　)
KIKUCHI Yuuhei トウホクフクシダイガク TSUSHIMA Takuro フクシマダイガク

3  2186 菊地　悠平 (01) ( 2 )  東北福祉大  10.99 (　　) 3  2182 對馬　拓朗 (00) ( 3 )  福島大  10.86 (　　)
KAMIMURA Kosuke フクシマダイガク SHINTAKU Kazushi カナザワセイリョウダイガク

4  2183 上村　康介 (01) ( 2 )  福島大  10.86 (　　) 4  457 新宅　一史 (99) ( 4 )  金沢星稜大  11.07 (　　)
KAKIDA Shunpei カナザワセイリョウダイガク TAKAGI Kansei サッポロダイガク

5  453 柿田　駿平 (00) ( 4 )  金沢星稜大  10.76 (　　) 5  1054 髙城　寛生 (99) ( 4 )  札幌大  11.02 (　　)
TAKEDA Kazuma サッポロコクサイダイガク MATOBA Mitsuki トヤマダイガク

6  1037 武田　和真 (99) ( 4 )  札幌国際大  11.09 (　　) 6  206 的場　三樹 (01) ( 2 )  富山大  10.77 (　　)
WATANABE Kosei ニイガタダイガク HORASAWA Hikaru マツモトダイガク

7  112 渡辺　康聖 (00) ( 3 )  新潟大  11.58 (　　) 7  365 洞澤　光 (00) ( 3 )  松本大  11.49 (　　)
SUZUKI Tomoya イワテダイガク TAKAGI Kyoma カナザワダイガク

8  2184 鈴木　智也 (99) ( 4 )  岩手大  11.21 (　　) 8  504 高木　京馬 (01) ( 3 )  金沢大  11.23 (　　)

3組 4組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

MIURA Yuma トウホクガクインダイガク TAKITA Syunsuke カナザワガクインダイガク

2  2121 三浦　侑真 (99) ( 4 )  東北学院大 (　　) 2  483 瀧田　駿介 (02) ( 2 )  金沢学院大 (　　)
YAMAZAKI Kentaro サッポロダイガク NAGATA Shintaro トウカイダイガクホッカイドウ

3  1020 山﨑　健太郎 (01) ( 2 )  札幌大  10.84 (　　) 3  1012 永田　森太郎 (02) ( 1 )  東海大北海道  11.15 (　　)
TSUSHIMA Joichiro トウホクフクシダイガク SATO Syoken イワテダイガク

4  2114 對馬　丈一郎 (02) ( 1 )  東北福祉大  10.79 (　　) 4  2185 佐藤　彰賢 (00) ( 3 )  岩手大  10.94 (　　)
KITA Akihiro カナザワセイリョウダイガク OKUDA Tatsuki カナザワダイガク

5  454 北　晶航 (00) ( 4 )  金沢星稜大  11.07 (　　) 5  495 奥田　樹生 (99) ( 4 )  金沢大  10.87 (　　)
ITO Shino マツモトダイガク KINOSHITA Nao フクイコウギョウダイガク

6  360 伊藤　司能 (00) ( 4 )  松本大  11.01 (　　) 6  334 木下　直 (00) ( 2 )  福井工業大  10.67 (　　)
TAKUBO Kazuki トウカイダイガクホッカイドウ KAIZU Asahi ニイガタコクサイジョウホウダイガク

7  1008 田久保　和輝 (02) ( 1 )  東海大北海道  11.29 (　　) 7  415 海津　旭 (99) ( 4 )  新潟国情大  11.59 (　　)
MIWA Ryota ニイガタダイガク KAWATE Takuro トウホクダイガク

8  68 三輪　遼太 (01) ( 2 )  新潟大  11.50 (　　) 8  2188 川手　拓朗 (02) ( 1 )  東北大  11.25 (　　)

5組 6組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

NAMURA KENTARO ホッカイドウキョウイクダイガクハコダテコウ ITO Makoto カナザワダイガク

2  1050 仲村　健太郎 (01) ( 2 )  道教大函館  13.35 (　　) 2  513 伊藤　諒 (00) ( 2 )  金沢大 (　　)
FUKUMOTO Kento フクシマダイガク KOIZUMI Yuuma トヤマダイガク

3  2068 福本　健斗 (99) ( 4 )  福島大  10.91 (　　) 3  179 小泉　佑真 (98) 富山大  10.60 (　　)
TAKAHASHI Kento トウホクガクインダイガク KAMIMURA Takeyuki トウホクダイガク

4  2187 髙橋　賢斗 (99) ( 4 )  東北学院大  10.92 (　　) 4  2151 上村　赳之 (99) ( 4 )  東北大  11.16 (　　)
TSUCHIYA Kazuki ニイガタイリョウフクシダイガク SHIMOTORI Jin ニイガタコクサイジョウホウダイガク

5  169 土屋　和輝 (99) ( 4 )  新潟医福大  10.55 (　　) 5  421 霜鳥　仁 (02) ( 1 )  新潟国情大  10.88 (　　)
KITAMURA Taichi カナザワガクインダイガク IGARASHI Daiki ニイガタダイガク

6  482 北村　太一 (01) ( 2 )  金沢学院大  11.16 (　　) 6  594 五十嵐　大己 (02) ( 1 )  新潟大  10.94 (　　)
MAEDA Yuki トヤマコクサイダイガク BANDO Ryuki カナザワガクインダイガク

7  116 前田　優生 (00) ( 3 )  富山国際大  11.20 (　　) 7  485 坂東　立基 (01) ( 2 )  金沢学院大  11.21 (　　)
KUBO Shunichiro ホッカイドウダイガク IKEMORI Arata トヤマコクサイダイガク

8  1032 久保　瞬一郎 (01) ( 2 )  北海道大  11.72 (　　) 8  118 池森　新大 (02) ( 1 )  富山国際大  11.70 (　　)

7組 8組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KATO UTAU ホッカイドウキョウイクダイガクハコダテコウ OOTORI Takuto トウカイダイガクホッカイドウ

2  1049 加藤　謡 (02) ( 1 )  道教大函館  12.12 (　　) 2  1053 大捕　匠翔 (02) ( 1 )  東海大北海道  11.50 (　　)
HONDA Kakeru ニイガタコクサイジョウホウダイガク NARITA Kaiya サッポロダイガク

3  602 本多　翔 (02) ( 1 )  新潟国情大  11.17 (　　) 3  1013 成田　開也 (99) ( 4 )  札幌大  10.83 (　　)
Mitobe Ryosuke ニイガタイリョウフクシダイガク ARAI Shusaku ニイガタイリョウフクシダイガク

4  163 水戸部　良祐 (00) ( 4 )  新潟医福大  10.54 (　　) 4  160 新井　脩朔 (99) ( 4 )  新潟医福大  10.85 (　　)
TAKAHASHI Kazuma トウホクフクシダイガク OGAKI Keiya センダイダイガク

5  2112 髙橋　和真 (02) ( 1 )  東北福祉大  10.92 (　　) 5  2030 大垣　京也 (00) ( 3 )  仙台大  11.05 (　　)
IWATA Kazuki センダイダイガク SASAKI Takafumi ホッカイドウキョウイクダイガクイワミザワコウ

6  2035 岩田　和樹 (01) ( 3 )  仙台大  10.91 (　　) 6  1051 佐々木　貴史 (01) ( 2 )  道教大岩見沢  11.00 (　　)
KURATA Masaki トウホクダイガク IMAI Natsuki マツモトダイガク

7  2087 倉田　真樹 (97) 東北大  11.20 (　　) 7  379 今井　夏希 (02) ( 1 )  松本大  11.45 (　　)
NAKAMURA Kosei シンシュウダイガク

8  63 中村　航成 (00) ( 2 )  信州大  12.04 (　　)

9.98 桐生　祥秀 東洋大 2017
北日本学生記録  10.30 大賀　圭造 岩手大 2004 
北日本IC大会記録  10.44 西村　顕志 富山大 2017

日本学生記録  

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s)

男子 100m 
MEN-100m

21/7/03 16:10  

21/7/03 12:35 ( 8組 2＋8 ) 
21/7/03 14:35 ( 3組 2＋2 ) 

訂正版



予選  
準決勝  

決勝  

1組 2組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

OCHI Shoma ニイガタダイガク KANNO Tsuguru トウホクガクインダイガク

2  98 落　翔真 (00) (00) ( 3 )  新潟大  24.40 (　　) 1  2116 菅野　嗣 (99) ( 4 )  東北学院大 (　　)
TSUCHIYA Kazuki ニイガタイリョウフクシダイガク TAKAHASHI Kazuma トウホクフクシダイガク

3  169 土屋　和輝 (99) (99) ( 4 )  新潟医福大  21.44 (　　) 2  2112 髙橋　和真 (02) ( 1 )  東北福祉大 (　　)
TAKESHIMA Keita サッポロダイガク ITO Shino マツモトダイガク

4  1010 武島　圭汰 (02) (02) ( 1 )  札幌大  22.52 (　　) 3  360 伊藤　司能 (00) ( 4 )  松本大  22.38 (　　)
GUNJI Atsuki センダイダイガク SASAYAMA Issei トウホクダイガク

5  2029 郡司　敦生 (99) (99) ( 4 )  仙台大  22.25 (　　) 4  2154 笹山　一星 (01) ( 2 )  東北大  22.37 (　　)
SATO Shoya トウホクフクシダイガク KAMIMURA Kosuke フクシマダイガク

6  2111 佐藤　翔哉 (02) (02) ( 1 )  東北福祉大  22.07 (　　) 5  2183 上村　康介 (01) ( 2 )  福島大  21.93 (　　)
TAKEDA Kazuma サッポロコクサイダイガク KUSHIDA Kanji トヤマダイガク

7  1037 武田　和真 (99) (99) ( 4 )  札幌国際大  22.52 (　　) 6  194 串田　幹士 (00) ( 3 )  富山大  21.85 (　　)
BANDO Ryuki カナザワガクインダイガク YAMAGISHI Riki カナザワセイリョウダイガク

8  485 坂東　立基 (01) (01) ( 2 )  金沢学院大  23.29 (　　) 7  467 山岸　立輝 (01) ( 2 )  金沢星稜大  23.00 (　　)
OOTORI Takuto トウカイダイガクホッカイドウ

8  1053 大捕　匠翔 (02) ( 1 )  東海大北海道  23.00 (　　)

3組 4組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

SAITO Kota トウホクダイガク IMAI Natsuki マツモトダイガク

2  2082 齋藤　晃汰 (01) (01) ( 2 )  東北大 (　　) 2  379 今井　夏希 (02) ( 1 )  松本大  23.74 (　　)
YAMAGISHI Yuu ニイガタイリョウフクシダイガク YOKOMAYA Mao サッポロコクサイダイガク

3  134 山岸　優 (00) (00) ( 3 )  新潟医福大  21.44 (　　) 3  1043 横山　麻瑛 (02) ( 1 )  札幌国際大  22.47 (　　)
SHIREI Ayumu カナザワセイリョウダイガク Mitobe Ryosuke ニイガタイリョウフクシダイガク

4  565 至令　歩夢 (03) (03) ( 1 )  金沢星稜大  22.34 (　　) 4  163 水戸部　良祐 (00) ( 4 )  新潟医福大  21.29 (　　)
NARUMI Shinya サッポロダイ HIRAI Yoshihito トウホクダイガク

5  1058 鳴海　真也 (00) (00) ( 4 )  札幌大  22.43 (　　) 5  2086 平井　嘉人 (00) ( 3 )  東北大  22.20 (　　)
KINOSHITA Nao フクイコウギョウダイガク NARITA Kaiya サッポロダイ

6  334 木下　直 (00) (00) ( 2 )  福井工業大  22.01 (　　) 6  1055 成田　開也 (99) ( 4 )  札幌大  22.25 (　　)
KONYA Kousiro トウカイダイガクホッカイドウ KITANISHI Daiki カナザワガクインダイガク

7  1052 紺谷　倖士郎 (03) (03) ( 1 )  東海大北海道  23.20 (　　) 7  477 北西　大希 (00) ( 3 )  金沢学院大  23.34 (　　)
TAKETOMI Masato カナザワダイガク TAKUBO Kazuki トウカイダイガクホッカイドウ

8  122 武富　聖人 (00) (00) ( 4 )  金沢大  22.86 (　　) 8  1008 田久保　和輝 (02) ( 1 )  東海大北海道  22.68 (　　)

5組 6組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

NAKAMURA Syunta カナザワコウギョウダイガク HONMA Kazushi トヤマダイガク

2  433 中村　駿太 (00) (00) ( 3 )  金沢工業大  23.89 (　　) 1  218 本間　和志 (01) ( 2 )  富山大 (　　)
YAMAZAKI Kentaro サッポロダイガク ENDO Aoi トウホクガクインダイガク

3  1020 山﨑　健太郎 (01) (01) ( 2 )  札幌大  22.26 (　　) 2  2128 遠藤　碧 (01) ( 2 )  東北学院大 (　　)
IGARASHI Daiki ニイガタダイガク SUGIYAMA Hibiki センダイダイガク

4  594 五十嵐　大己 (02) (02) ( 1 )  新潟大  22.15 (　　) 3  2038 杉山　響輝 (01) ( 2 )  仙台大  21.66 (　　)
IWATANI Keito サッポロコクサイダイガク SHIMAKURA Naohiro フクシマダイガク

5  1044 岩谷　圭斗 (03) (03) ( 1 )  札幌国際大  22.51 (　　) 4  2067 島倉　直広 (99) ( 4 )  福島大  22.00 (　　)
OKAMI Naoki センダイダイガク KIMURA Ibuki フクイコウギョウダイガク

6  2028 大上　直起 (00) (00) ( 4 )  仙台大  21.38 (　　) 5  322 木村　伊吹 (00) ( 3 )  福井工業大  22.32 (　　)
TAKAGI Kyoma カナザワダイガク KIKUCHI Yuuhei トウホクフクシダイガク

7  504 高木　京馬 (01) (01) ( 3 )  金沢大  23.50 (　　) 6  2186 菊地　悠平 (01) ( 2 )  東北福祉大  22.40 (　　)
KITAMURA Taichi カナザワガクインダイガク MIYOSHI Syo ニイガタダイガク

8  482 北村　太一 (01) (01) ( 2 )  金沢学院大  22.76 (　　) 7  105 三好　生 (00) ( 3 )  新潟大  22.89 (　　)
UMEDA Yuto サッポロダイガク

8  1056 梅田　優斗 (99) ( 4 )  札幌大  23.02 (　　)

7組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KATO UTAU ホッカイドウキョウイクダイガクハコダテコウ

1  1049 加藤　謡 (02) (02) ( 1 )  道教大函館 (　　)
HASHIMOTO Rin トウホクガクインダイガク

2  2142 橋本　倫 (03) (03) ( 1 )  東北学院大 (　　)
FUKUMOTO Kento フクシマダイガク

3  2068 福本　健斗 (99) (99) ( 4 )  福島大  21.81 (　　)
MATOBA Mitsuki トヤマダイガク

4  206 的場　三樹 (01) (01) ( 2 )  富山大  21.90 (　　)
TAKAGI Kansei サッポロダイ

5  1057 髙城　寛生 (99) (99) ( 4 )  札幌大  22.35 (　　)
KITA Akihiro カナザワセイリョウダイガク

6  454 北　晶航 (00) (00) ( 4 )  金沢星稜大  22.39 (　　)
SHIMAJIRI Yutaro カナザワダイガク

7  518 島尻　裕太郎 (02) (02) ( 1 )  金沢大  23.18 (　　)
KAIZU Asahi ニイガタコクサイジョウホウダイガク

8  415 海津　旭 (99) (99) ( 4 )  新潟国情大  22.98 (　　)

日本学生記録  20.21 飯塚　翔太 中央大 2013
北日本学生記録  20.79 川本　怜平 東海大北海道 2018
北日本IC大会記録  

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s)

20.79 川本　怜平 東海大北海道 2018 

男子 200m 
MEN-200m

21/7/04 15:30  

21/7/04 11:20 ( 7組 3＋3 ) 
21/7/04 14:10 ( 3組 2＋2 ) 



予選  
準決勝  

決勝  

1組 2組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

SATO Shoma トウホクガクインダイガク YAGI Makoto カナザワセイリョウダイガク

1  2139 佐藤　匠真 (02) ( 1 )  東北学院大 (　　) 1  469 八木　真 (01) ( 2 )  金沢星稜大 (　　)
SAKASHITA Sota フクシマダイガク OHATA Ruka カナザワガクインダイガク

2  2157 坂下　想太 (02) ( 1 )  福島大 (　　) 2  655 大畑　琉翔 (02) ( 1 )  金沢学院大 (　　)
NAKAMATSU Masataka カナザワガクインダイガク SATO Shoya トウホクフクシダイガク

3  487 中松　雅貴 (00) ( 3 )  金沢学院大  48.84 (　　) 3  2111 佐藤　翔哉 (02) ( 1 )  東北福祉大  48.68 (　　)
WADA Kyoichi マツモトダイガク KAWAI Tomoya フクイコウギョウダイガク

4  369 和田　響一 (01) ( 2 )  松本大  50.74 (　　) 4  324 河井　朋哉 (00) ( 3 )  福井工業大学  49.35 (　　)
KUBOTA Masato サッポロコクサイダイガク TSUJISAWA Yuto ニイガタダイガク

5  1042 久保田　聖斗 (01) ( 2 )  札幌国際大  50.60 (　　) 5  87 辻澤　悠斗 (00) ( 3 )  新潟大  50.75 (　　)
NARUMI Shinya サッポロダイガク SUZUKI Kosuke フクシマダイガク

6  1014 鳴海　真也 (00) ( 4 )  札幌大  49.13 (　　) 6  2077 鈴木　皓介 (02) ( 2 )  福島大  50.39 (　　)
HASEGAWA Kazuma サッポロガクインダイガク URAMOTO Yuushi カナザワダイガク

7  1021 長谷川　冬磨 (00) ( 3 )  札幌学院大  52.05 (　　) 7  125 浦本　雄史 (00) ( 2 )  金沢大  51.93 (　　)
YOSHIDA Rikuto トウホクダイガク KONYA Kousiro トウカイダイガクホッカイドウ

8  2003 吉田　陸人 (99) ( 3 )  東北大  52.33 (　　) 8  1052 紺谷　倖士郎 (03) ( 1 )  東海大北海道  52.61 (　　)

3組 4組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

HAYASHI Shoei トヤマコクサイダイガク KOMATSUDA Yuta カナザワガクインダイガク

2  423 林　翔永 (02) ( 1 )  富山国際大 (　　) 1  490 小松田　悠太 (02) ( 1 )  金沢学院大 (　　)
ISHIHARA Taiga ニイガタダイガク SASAKI Wataru フクシマダイガク

3  70 石原　大雅 (98) ( 4 )  新潟大  49.55 (　　) 2  2076 佐々木　渉 (01) ( 2 )  福島大 (　　)
TOYAMA Takayuki ニイガタイリョウフクシダイガク KIKUCHI Shoya センダイダイガク

4  175 遠山　宜志 (99) ( 4 )  新潟医福大  48.61 (　　) 3  2143 菊地　翔哉 (02) ( 1 )  仙台大  49.00 (　　)
FUJIMOTO Itsuki カナザワダイガク KIKUCHI Takuya トウホクフクシダイガク

5  503 藤本　一樹 (00) ( 3 )  金沢大  50.80 (　　) 4  2108 菊池　拓哉 (01) ( 2 )  東北福祉大  48.87 (　　)
KANEKO Masahiro フクイコウギョウダイガク TSUBO Sorato サッポロコクサイダイガク

6  319 金子　将大 (00) ( 3 )  福井工業大学  50.10 (　　) 5  1039 坪　空人 (00) ( 3 )  札幌国際大  50.72 (　　)
FUKUSHIMA Ryusei マツモトダイガク IKEDA Ryosuke ニイガタダイガク

7  359 福嶋　竜星 (99) ( 4 )  松本大  52.62 (　　) 6  595 池田　諒介 (02) ( 1 )  新潟大  50.68 (　　)
MASUKAWA Ruka トウカイダイガクホッカイドウ YAMASAKI Itsuki トウカイダイガクホッカイドウ

8  1017 増川　來伽 (99) ( 4 )  東海大北海道  51.59 (　　) 7  1019 山崎　樹 (01) ( 2 )  東海大北海道  52.17 (　　)
SUZUKI Sota サッポロガクインダイガク

8  1029 鈴木　颯太 (02) ( 1 )  札幌学院大  52.21 (　　)

5組 6組
ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KOBAYASHI Haruki サッポロガクインダイガク MATSUZAKI Takumi トヤマコクサイダイガク

2  1028 小林　晴樹 (02) ( 1 )  札幌学院大  53.38 (　　) 2  117 松崎　巧実 (00) ( 3 )  富山国際大  53.30 (　　)
YAMAYA Hibiki トウホクフクシダイガク ONAYA Ryuji カナザワダイガク

3  2110 山谷　響 (01) ( 2 )  東北福祉大  49.60 (　　) 3  508 女屋　龍司 (00) ( 3 )  金沢大  51.35 (　　)
AOKI Haruka ニイガタイリョウフクシダイガク KURIIWA Kenta ニイガタイリョウフクシダイガク

4  389 青木　遥可 (02) ( 1 )  新潟医福大  48.01 (　　) 4  147 栗岩　健太 (00) ( 3 )  新潟医福大  49.59 (　　)
ITO Takumu サッポロダイガク ODAKE Tetsu カナザワセイリョウダイガク

5  1000 伊藤　拓夢 (01) ( 2 )  札幌大  51.04 (　　) 5  452 小竹　徹 (99) ( 4 )  金沢星稜大  47.35 (　　)
YAMAMOTO Naoya カナザワセイリョウダイガク YANO Teppei ナガオカコウトウセンモンガッコウ

6  466 山本　直弥 (01) ( 2 )  金沢星稜大  49.77 (　　) 6  439 矢野　哲平 (03) ( 4 )  長岡高専  49.98 (　　)
TANAKA Mizuki カナザワコウギョウダイガク MIHARA SHUTA ホッカイドウキョウイクダイガクハコダテコウ

7  429 田中　瑞希 (99) ( 4 )  金沢工業大  51.59 (　　) 7  1034 三原　秀太 (00) ( 3 )  道教大函館  52.90 (　　)
OTA Natsuki マツモトダイガク UMEDA Yuto サッポロダイガク

8  378 太田　夏暉 (02) ( 1 )  松本大  52.88 (　　) 8  1056 梅田　優斗 (99) ( 4 )  札幌大  51.37 (　　)

北日本学生記録  45.50 佐藤　光浩 仙台大 2003 
北日本IC大会記録  46.53 渡邊　和也 東北福祉大 2012 

《 予選 》

男子 400m 
MEN-400m

21/7/03 11:50 ( 6組 2＋4 ) 
21/7/03 14:20 ( 2組 3＋2 ) 
21/7/03 15:50  

日本学生記録  45.03 山村　貴彦 日本大 2000



1組
Ord. No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

HOSHINO Riku ニイガタイリョウフクシダイガク

1  273 星野　大地 (01) (01) ( 2 )  新潟医福大  15:44.42 (　　)
MATSUNO Ibuki ニイガタダイガク

2  587 松野　伊吹 (02) (02) ( 1 )  新潟大  15:40.07 (　　)
KIHARA Tomoya ニイガタダイガク

3  579 木原　朋哉 (03) (03) ( 1 )  新潟大  15:35.39 (　　)
ENDO Hayato カナザワコウギョウダイガク

4  432 遠藤　颯人 (02) (02) ( 2 )  金沢工業大  15:12.00 (　　)
MIYAMOTO Aoto サッポロガクインダイガク

5  1025 宮本　蒼人 (02) (02) ( 2 )  札幌学院大  15:09.56 (　　)
MAMIYA Yoshimasa センダイダイガク

6  2148 間宮　義雅 (02) (02) ( 1 )  仙台大  15:04.19 (　　)
WAKASUGI Kaito ニイガタショクリョウノウギョウダイガク

7  532 若杉　海杜 (00) (00) ( 3 )  新潟食農大  14:59.66 (　　)
MURAKAMI Kazuhiro サッポロガクインダイガク

8  1026 村上　一大 (01) (01) ( 2 )  札幌学院大  14:44.31 (　　)
NOZAKI Motoki ニイガタダイガク

9  73 野崎　元貴 (97) (97) ( 5 )  新潟大  14:38.97 (　　)
CHIBA Kazutaka トウホクガクインダイガク

10  2120 千葉　一天 (99) (99) ( 4 )  東北学院大  14:52.23 (　　)
SANNO Tetsushi フジダイガク

11  2168 三野　鉄心 (02) (02) ( 1 )  富士大  15:03.70 (　　)
KIKUCHI Akira センダイダイガク

12  2146 菊地　彬 (02) (02) ( 1 )  仙台大  15:06.19 (　　)
HATAKEYAMA Hayato トウホクフクシダイガク

13  2101 畠山　駿斗 (99) (99) ( 4 )  東北福祉大  15:10.91 (　　)
SASAKI Aoi センダイダイガク

14  2147 佐々木　蒼 (02) (02) ( 1 )  仙台大  15:27.35 (　　)
MAKI Naoto トウホクダイガク

15  2170 槇木　直人 (03) (03) ( 1 )  東北大  15:37.25 (　　)
TSUCHIYA Rikuto トウホクフクシダイガク

16  2103 土屋　謙臣 (02) (02) ( 1 )  東北福祉大  15:42.07 (　　)

2組
Ord. No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KIRIYAMA Ryu ニイガタイリョウフクシダイガク

2  681 桐山　龍 (02) (02) ( 1 )  新潟医福大 (　　)
HOSHINO Masanori ナガオカコウトウセンモンガッコウ

3  443 星野　匡範 (02) (02) ( 4 )  長岡高専  17:10.00 (　　)
SHIMAMOTO Yuki シンシュウダイガク

4  39 嶋本　友樹 (01) (01) ( 3 )  信州大  16:50.00 (　　)
WATANABE Kyosuke トウホクダイガク

5  2084 渡辺　喬介 (01) (01) ( 2 )  東北大  16:19.82 (　　)
SAKAMOTO Jun トウホクダイガク

6  2006 坂本　順 (01) (01) ( 2 )  東北大  16:08.64 (　　)
KUROSAKI Haruto フクシマダイガク

7  2071 黒崎　遥斗 (01) (01) ( 3 )  福島大  15:56.67 (　　)
SEKI Shunnosuke ホッカイドウキョウイクダイガクハコダテコウ

8  1036 関　瞬ノ介 (00) (00) ( 2 )  道教大函館  15:49.58 (　　)
ISHIHAMA Yuma アキタダイガク

9  2172 石濵　佑真 (02) (02) ( 1 )  秋田大  15:47.05 (　　)
OISHI Hideki フクシマダイガク

10  2156 大石　英貴 (02) (02) ( 1 )  福島大  15:51.18 (　　)
YOSHIDA Koki サッポロガクインダイガク

11  1027 吉田　光希 (01) (01) ( 2 )  札幌学院大  15:57.28 (　　)
SAKAMOTO Koki トウホクガクインダイガク

12  2125 坂本　航規 (00) (00) ( 3 )  東北学院大  16:09.51 (　　)
ABE Keita フクシマダイガク

13  2075 安部　景太 (01) (01) ( 2 )  福島大  16:28.24 (　　)
SAIGAN Yoshiki カナザワコウギョウダイガク

14  424 才願　吉生 (01) (01) ( 2 )  金沢工業大  16:59.67 (　　)
SAIMOTO Takeru トウホクガクインダイガク

15  2129 斉本　岳 (01) (01) ( 2 )  東北学院大 (　　)
IMAI Takayasu トヤマダイガク

16  692 今井　誉康 (02) (02) ( 1 )  富山大 (　　)

日本学生記録  13.15.15 Y・ヴィンセント 東京国際大 2021
北日本学生記録  13:30.57 Lawrence 札学大 2019 
北日本IC大会記録  14.33.18 橘　明徳 東北大 2004 

《 タイムレース決勝 》

男子 5000m 
MEN-5000m

21/7/04 15:40 ( 2組 ) 



1組
Ord. No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

KURITA Kodai アキタダイガク

1  2174 栗田　滉大 (02) (02) ( 1 )  秋田大  10:05.00 (　　)
EGAWA Riki サッポロガクインダイガク

2  1023 江川　李生 (01) (01) ( 2 )  札幌学院大  9:47.87 (　　)
ISHISAKI Hajime カナザワダイガク

3  505 石崎　孟 (00) (00) ( 3 )  金沢大  9:43.80 (　　)
SAKAMOTO Koki トウホクガクインダイガク

4  2125 坂本　航規 (00) (00) ( 3 )  東北学院大  9:32.55 (　　)
FUJITA Kenta トヤマダイガク

5  186 藤田　研太 (99) (99) ( 4 )  富山大  9:23.80 (　　)
SUZUKI Seiya トヤマダイガク

6  207 鈴木　聖矢 (02) (02) ( 2 )  富山大  9:21.06 (　　)
HATORI Hirofumi ニイガタダイガク

7  614 羽鳥　紘文 (02) (02) ( 1 )  新潟大  9:24.95 (　　)
SAITO Ren トヤマダイガク

8  212 斉藤　廉 (01) (01) ( 2 )  富山大  9:41.63 (　　)
OISHI Hideki フクシマダイガク

9  2156 大石　英貴 (02) (02) ( 1 )  福島大  9:47.55 (　　)
ABE Keita フクシマダイガク

10  2075 安部　景太 (01) (01) ( 2 )  福島大  9:52.66 (　　)

2組
Ord. No. 競技者名 生年 生年 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

ICHII Shin ニイガタイリョウフクシダイガク

1  605 市井　薪 (03) (03) ( 1 )  新潟医福大 (　　)
KUMAGAI Masaki トウホクガクインダイガク

2  2118 熊谷　將樹 (99) (99) ( 4 )  東北学院大 (　　)
ABE Yoshihiro トウホクダイガク

3  215 阿部　圭宏 (99) (99) ( 3 )  東北大 (　　)
HOSHINO Riku ニイガタイリョウフクシダイガク

4  273 星野　大地 (01) (01) ( 2 )  新潟医福大  10:21.34 (　　)
ENDO Kenji フクシマダイガク

5  2061 遠藤　健次 (00) (00) ( 4 )  福島大  10:10.95 (　　)
MAEKAWA Hiroki トウホクガクインダイガク

6  2127 前川　弘樹 (01) (01) ( 3 )  東北学院大  10:10.58 (　　)
TAKAHASHI Takumi ホッカイガクエンダイガク

7  1033 高橋　拓海 (01) (01) ( 3 )  北海学園大  10:16.12 (　　)
HARA Yuito ニイガタイリョウフクシダイガク

8  297 原　唯人 (01) (01) ( 2 )  新潟医福大  11:41.50 (　　)
SOMA Tomoki アキタダイガク

9  2175 相馬　朋季 (02) (02) ( 1 )  秋田大 (　　)
SUGISAKI Masaaki ニイガタダイガク

10  578 杉坂　優明 (02) (02) ( 1 )  新潟大 (　　)

日本学生記録  8.15.99 三浦　龍司 順天堂大 2021
北日本学生記録  8:38.94 滋野　聖也 星槎道都大 2018 
北日本IC大会記録  8.55.03 池田　圭 東北福祉大 2012 

《 タイムレース決勝 》

男子 3000mSC 
MEN-3000mSC

21/7/03 13:45 ( 2組 ) 



3.03.20 日本学生 太田・堀籠・山口・成迫 2005 

1組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2  3:16.11 (　　) 3  3:20.58 (　　)

ICHIJO Miromu UCHIBORI Takehiro

(　　)  2107 一條　美竜夢 ( 2 )  (　　)  355 内堀　岳宏 ( 4 ) 

KIKUCHI Takuya KUMAGAI Satoru

(　　)  2108 菊池　拓哉 ( 2 )  (　　)  356 熊谷　悟 ( 4 ) 

YAMAYA Hibiki YAMAGUCHI Ryoshi

(　　)  2110 山谷　響 ( 2 )  (　　)  358 山口　諒偲 ( 4 ) 

SATO Shoya FUKUSHIMA Ryusei

(　　)  2111 佐藤　翔哉 ( 1 )  (　　)  359 福嶋　竜星 ( 4 ) 

KIKUCHI Yuuhei HORASAWA Hikaru

(　　)  2186 菊地　悠平 ( 2 )  (　　)  365 洞澤　光 ( 3 ) 

WADA Kyoichi

(　　)  369 和田　響一 ( 2 ) 

4 (　　) 5  3:19.45 (　　)

TAKAGI Kentaro KARIYA Haruki

(　　)  143 高木　健太郎 ( 3 )  (　　)  2090 刈谷　春樹 ( 4 ) 

KURIIWA Kenta TAKAYA Ryusei

(　　)  147 栗岩　健太 ( 3 )  (　　)  2092 高谷　龍星 ( 4 ) 

TOYAMA Takayuki HOSOKAWA Sota

(　　)  175 遠山　宜志 ( 4 )  (　　)  2096 細川　颯太 ( 3 ) 

KOTERA Ryuto YAMAGUCHI Shuhei

(　　)  270 古寺　竜都 ( 2 )  (　　)  2097 山口　修平 ( 3 ) 

SUZUKI Ryuma ONO Shunki

(　　)  303 鈴木　龍馬 ( 1 )  (　　)  2098 小野　舜貴 ( 2 ) 

ABE Hayato SUZUKI Tomoya

(　　)  304 阿部　隼斗 ( 1 )  (　　)  2184 鈴木　智也 ( 4 ) 

6  3:22.84 (　　) 7  3:25.21 (　　)

KURODA Hiroki HASEGAWA Kazuma

(　　)  476 黒田　博貴 ( 4 )  (　　)  1021 長谷川　冬磨 ( 3 ) 

KITANISHI Daiki TAKAHAMA Rei

(　　)  477 北西　大希 ( 3 )  (　　)  1024 髙濱　嶺 ( 2 ) 

YAMADA Takuya KOBAYASHI Haruki

(　　)  480 山田　拓耶 ( 3 )  (　　)  1028 小林　晴樹 ( 1 ) 

KITAMURA Taichi SUZUKI Sota

(　　)  482 北村　太一 ( 2 )  (　　)  1029 鈴木　颯太 ( 1 ) 

BANDO Ryuki MOTOKI Shiryu

(　　)  485 坂東　立基 ( 2 )  (　　)  1030 本木　志龍 ( 1 ) 

NAKAMATSU Masataka

(　　)  487 中松　雅貴 ( 3 ) 

2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2 (　　) 3  3:15.44 (　　)

TAKETOMI Masato KAWAMATA Shoto

(　　)  122 武富　聖人 ( 4 )  (　　)  2059 川又　彰人 ( 4 ) 

URAMOTO Yuushi KOBASHI Keita

(　　)  125 浦本　雄史 ( 2 )  (　　)  2065 小橋　圭太 ( 4 ) 

OKUDA Tatsuki SHIMAKURA Naohiro

(　　)  495 奥田　樹生 ( 4 )  (　　)  2067 島倉　直広 ( 4 ) 

FUJIMOTO Itsuki AOKI Hikaru

(　　)  503 藤本　一樹 ( 3 )  (　　)  2074 青木　陽 ( 2 ) 

TAKAGI Kyoma SUZUKI Kosuke

(　　)  504 高木　京馬 ( 3 )  (　　)  2077 鈴木　皓介 ( 2 ) 

ONAYA Ryuji SAKASHITA Sota

(　　)  508 女屋　龍司 ( 3 )  (　　)  2157 坂下　想太 ( 1 ) 

4  3:17.82 (　　) 5 (　　)

TAKASAWA Kazuki TAKEDA Kazuma

(　　)  2027 高沢　一希 ( 4 )  (　　)  1037 武田　和真 ( 4 ) 

ITOI Reo TSUBO Sorato

(　　)  2031 糸井　澪央 ( 3 )  (　　)  1039 坪　空人 ( 3 ) 

SHIMANUKI Ayumu KUBOTA Masato

(　　)  2033 島抜　歩夢 ( 3 )  (　　)  1042 久保田　聖斗 ( 2 ) 

SUGIYAMA Hibiki YOKOMAYA Mao

(　　)  2038 杉山　響輝 ( 2 )  (　　)  1043 横山　麻瑛 ( 1 ) 

KIKUCHI Shoya IWATANI Keito

(　　)  2143 菊地　翔哉 ( 1 )  (　　)  1044 岩谷　圭斗 ( 1 ) 

SASAKI Yuri

(　　)  2145 佐々木　優里 ( 1 ) 

6  3:20.00 (　　) 7  3:16.02 (　　)

KAWANISHI Shosei MARUYAMA Sota

(　　)  102 川西　菖聖 ( 2 )  (　　)  311 丸山　颯太 ( 4 ) 

MIYOSHI Syo KANEKO Masahiro

(　　)  105 三好　生 ( 3 )  (　　)  319 金子　将大 ( 3 ) 

IKEDA Ryosuke TERASHIMA Yusei

(　　)  595 池田　諒介 ( 1 )  (　　)  320 寺島　侑世 ( 3 ) 

ISHIHARA Taiga TATSUNO Tomoki

(　　)  70 石原　大雅 ( 4 )  (　　)  323 辰野　友紀 ( 3 ) 

TSUJISAWA Yuto KAWAI Tomoya

(　　)  87 辻澤　悠斗 ( 3 )  (　　)  324 河井　朋哉 ( 3 ) 

MATSUMURA Hiroki SUGISHITA Ken

(　　)  97 松村　拓樹 ( 4 )  (　　)  336 杉下　健 ( 2 ) 

仙台大 札幌国際大

ニイガタダイガク フクイコウギョウダイガク

新潟大 福井工業大学

チーム名

カナザワダイガク フクシマダイガク

金沢大 福島大

センダイダイガク サッポロコクサイダイガク

新潟医福大 岩手大

カナザワガクインダイガク サッポロガクインダイガク

金沢学院大 札幌学院大

トウホクフクシダイガク マツモトダイガク

東北福祉大 松本大

ニイガタイリョウフクシダイガク イワテダイガク

北日本学生記録   3:08.04 仙台大 大木・佐藤・広澤・上遠野 2003 
北日本IC大会記録  3:10.03 新潟医福大 古川・倉部・横川・渡辺 2015 

《 予選 》

チーム名

男子 4x400mR
MEN-4x400m RELAY 予選  21/7/04 09:20 ( 3組 2＋2 ) 

決勝  21/7/04 17:25  
日本学生記録  3.03.71 日本大 小林・向井・中川・山村 2000



3組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2  3:15.45 (　　) 3  3:17.57 (　　)

ODAKE Tetsu TAJIKA Kanta

(　　)  452 小竹　徹 ( 4 )  (　　)  2012 田近　寛太 ( 4 ) 

HAMANAKA Toshihiro DEGUCHI Soma

(　　)  458 濱中　亨泰 ( 4 )  (　　)  2013 出口　颯真 ( 4 ) 

TAKAI Satoki NAKAZAWA Shunsuke

(　　)  462 高井　智基 ( 3 )  (　　)  2014 中沢　駿介 ( 4 ) 

YAMAMOTO Naoya ISHIDA Tatsuya

(　　)  466 山本　直弥 ( 2 )  (　　)  2015 石田　竜 ( 3 ) 

TODO Reo MITANI Yuki

(　　)  468 東藤　玲央 ( 2 )  (　　)  2025 三谷　優樹 ( 2 ) 

SHIREI Ayumu HORIUCHI Rui

(　　)  565 至令　歩夢 ( 1 )  (　　)  2176 堀内　塁 ( 1 ) 

4  3:19.71 (　　) 5 (　　)

KOYAMA Ryuji KAIZU Asahi

(　　)  1005 小山　竜司 ( 4 )  (　　)  415 海津　旭 ( 4 ) 

TAKUBO Kazuki TSUNODA Yuusuke

(　　)  1008 田久保　和輝 ( 1 )  (　　)  416 角田　侑佑 ( 4 ) 

BAHEI Yusuke ANNAKA Miki

(　　)  1015 馬塀　優介 ( 1 )  (　　)  419 安中　幹 ( 2 ) 

MASUKAWA Ruka KOYAMA Akihiro

(　　)  1017 増川　來伽 ( 4 )  (　　)  420 小山　晃広 ( 2 ) 

YAMASAKI Itsuki SHIMOTORI Jin

(　　)  1019 山崎　樹 ( 2 )  (　　)  421 霜鳥　仁 ( 1 ) 

KONYA Kousiro HONDA Kakeru

(　　)  1052 紺谷　倖士郎 ( 1 )  (　　)  602 本多　翔 ( 1 ) 

6  3:22.00 (　　) 7 (　　)

ITO Takumu KOIZUMI Yuuma

(　　)  1000 伊藤　拓夢 ( 2 )  (　　)  179 小泉　佑真
NAKAMURA Taisei IKEMURA Hayato

(　　)  1011 中村　大晟 ( 4 )  (　　)  187 池村　勇人 ( 4 ) 

NARITA Kaiya FUKUSHIMA Satoru

(　　)  1013 成田　開也 ( 4 )  (　　)  189 福島　聖 ( 4 ) 

NARUMI Shinya KATSUDA Reo

(　　)  1014 鳴海　真也 ( 4 )  (　　)  203 勝田　玲央 ( 3 ) 

YAMAZAKI Kentaro KUROKAWA Sota

(　　)  1020 山﨑　健太郎 ( 2 )  (　　)  214 黒川　颯汰 ( 2 ) 

TAKAGI Kansei ABE Yoshihiro

(　　)  1054 髙城　寛生 ( 4 )  (　　)  215 中才　陽介 ( 2 ) 

東海大北海道 新潟国情大

サッポロダイガク トヤマダイガク

札幌大 富山大

チーム名

カナザワセイリョウダイガク アキタダイガク

金沢星稜大 秋田大

トウカイダイガクホッカイドウ ニイガタコクサイジョウホウダイガク



NO 競技開始時間 ラウンド 組-着+α 招集開始時刻 招集完了時間
1 9:30 男子 十種競技:100m 3 8:50 9:00
2 9:50 女子 七種競技:100mH 1 9:10 9:20
3 10:00 女子 100mH 予選 2-3+2 9:35 9:45
4 10:15 男子 110mH 予選 3-2+2 9:50 10:00
5 10:35 女子 4x100mR 予選 2-3+2 10:10 10:20
6 10:50 男子 4x100mR 予選 3-2+2 10:25 10:35
7 11:10 男子 1500m（33名） 予選 3-3+3 10:45 10:55
8 11:35 女子 400m 予選 2-3+2 11:10 11:20
9 11:50 男子 400m 予選 6-2+4 11:25 11:35
10 12:05 女子 100m 予選 3-2+2 11:40 11:50

12:10 (1組～4組) 12:20 (1組～4組)

12:20 (5組～8組) 12:30 (5組～8組)

12 13:20 女子 3000mSC（3名） 決勝 1 12:55 13:05
13 13:45 男子 3000mSC（20名） 決勝 2 13:20 13:30
14 14:20 男子 400m 準決勝 2-3+2 13:55 14:05
15 14:35 男子 100m 準決勝 3-2+2 14:10 14:20
16 14:55 女子 100mH 決勝 1 14:30 14:40
17 15:05 男子 110mH 決勝 1 14:40 14:50
18 15:15 女子 1500m（15名） 決勝 1 14:50 15:00
19 15:30 男子 1500m 決勝 1 15:05 15:15
20 15:40 女子 400m 決勝 1 15:15 15:25
21 15:50 男子 400m 決勝 1 15:25 15:35
22 16:00 女子 100m 決勝 1 15:35 15:45
23 16:10 男子 100m 決勝 1 15:45 15:55
24 16:20 女子 10000m（5名） 決勝 1 15:55 16:05
25 16:20 男子 10000m（24名） 決勝 1 15:55 16:05
26 17:10 女子 七種競技:200m 決勝 1
27 17:20 男子 十種競技:400m 決勝 3
28 17:40 女子 4x100mR 決勝 1 17:15 17:25
29 17:50 男子 4x100mR 決勝 1 17:25 17:35

NO 競技開始時間 ラウンド 出場人数 招集開始時間 招集完了時間
1 10:20 男子 十種競技:走幅跳 18
2 10:30 男子 棒高跳 決勝 20 8:50 9:30
3 11:30 女子 七種競技:走高跳 8
4 11:30 女子 走高跳 決勝 9 10:50 11:00
5 12:30 男子 走幅跳 決勝 37 11:50 12:00
6 14:30 男子 十種競技:走高跳 18
7 14:30 女子 棒高跳 決勝 11 12:50 13:30
8 15:30 女子 走幅跳 決勝 16 14:50 15:00

NO 競技開始時間 ラウンド 出場人数 招集開始時間 招集完了時間
1 10:00 女子 円盤投 決勝 11 9:10 9:20
2 11:30 男子 十種競技:砲丸投 18
3 11:40 男子 円盤投 決勝 11 10:50 11:00
4 13:30 女子 七種競技:砲丸投 8
5 13:40 女子 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 9 12:50 13:00
6 15:15 男子 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 12 14:25 14:35

種目（出場者数）

跳躍競技

タイムテーブル
1日目

2021/7/3
開会式　9：00～

トラック競技

種目
投擲競技

12:35 男子 100m 予選 8-2+811

種目

訂正版



NO 競技開始時間 ラウンド 組-着+α 招集開始時間 招集完了時間
1 9:00 男子 十種競技:110mH 3 8:20 8:30
2 9:20 男子 4x400mR 予選 3-2+2 8:55 9:05
3 9:45 男子 10000mW （20名） 決勝 1 9:20 9:30
4 9:45 女子 10000mW （5名） 決勝 1 9:20 9:30
5 10:55 女子 200m 予選 3-2+2 10:30 10:40

10:55 (1組～3組) 11:05 (1組～3組)

11:05 (4組～7組) 11:15 (4組～7組)

7 12:20 女子 800m 予選 3-2+2 11:55 12:05
8 12:45 男子 800m 予選 5-1+3 12:20 12:30
9 13:25 女子 400mH 予選 2-3+2 13:00 13:10
10 13:40 男子 400mH 予選 4-1+4 13:15 13:25
11 14:10 男子 200m 準決勝 3-2+2 13:45 13:55
12 14:30 女子 5000m （9名） 決勝 1 14:05 14:15
13 15:00 女子 400mH 決勝 1 14:35 14:45
14 15:10 男子 400mH 決勝 1 14:45 14:55
15 15:20 女子 200m 決勝 1 14:55 15:05
16 15:30 男子 200m 決勝 1 15:05 15:15
17 15:40 男子 5000m （31名） 決勝 2 15:15 15:25
18 16:30 女子 800m 決勝 1 16:05 16:15
19 16:40 男子 800m 決勝 1 16:15 16:25
20 16:50 女子 七種競技:800m 1
21 17:00 男子 十種競技:1500m 1
22 17:15 女子 4x400mR 決勝 1 16:50 17:00
23 17:25 男子 4x400mR 決勝 1 17:00 17:10

NO 競技開始時間 ラウンド 出場人数 招集開始時間 招集完了時間
1 9:00 女子 七種競技:走幅跳 8
1 9:30 男子 走高跳　 決勝 18 8:50 9:00
1 10:30 女子 三段跳　 決勝 13 9:50 10:00
1 11:15 男子 十種競技:棒高跳 18
1 13:00 男子 三段跳　 決勝 28 12:20 12:30

NO 競技開始時間 ラウンド 出場人数 招集開始時間 招集完了時間
1 9:30 女子 砲丸投　 決勝 11 8:50 9:00
2 9:50 男子 十種競技:円盤投 18
3 11:30 男子 砲丸投　 決勝 7 10:50 11:00
4 11:30 女子 やり投　 決勝 11 10:40 10:50
5 11:30 女子 七種競技:やり投 8
6 13:30 男子 十種競技:やり投 18
7 15:10 男子 やり投　 決勝 17 14:20 14:30

7-3+36 11:20 男子 200m 予選

タイムテーブル
2日目

2021/7/4

トラック競技
種目（出場者数）

跳躍競技

投擲競技
種目

全競技終了後　閉会式

種目

訂正版



ページ 種目 組・レーン ナンバー 大学 氏名

男子100ｍ 1・8 2184 岩手大 鈴木智也

男子200m 2・4 2154 東北大 笹山一星

男子200m 3・2 2082 東北大 齋藤晃汰

男子200m 4・5 2086 東北大 平井嘉人

男子200m 3・5 1058 札幌大学 鳴海真也

男子200m 4・6 1055 札幌大学 成田開也

男子200m 7・5 1057 札幌大学 髙城寛生

男子200m 5・2 433 金沢工業大学 中村駿太

男子400m 1・1 2139 東北学院大学 佐藤匠真

男子400m 1・2 2157 福島大学 坂下想太

男子400m 5・2 1028 札幌学院大学 小林晴樹

男子400ｍ 6・5 452 金沢星稜大 小竹徹

男子400m 6・7 1034 道教大函館 三原秀太

男子800m 3・6 2095 岩手大 古里寛之

男子800m 4・7 1034 道教大函館 三原秀太

男子1500m 3・1 142 新潟医療福祉大学 平澤泰介

男子1500m 3・11 1023 札幌学院大学 江川李生

男子5000m 2・6 2006 東北大 坂本順

男子5000m 1・8 1026 札幌学院大学 村上一大

男子10000ｍ 2 609 新潟医療福祉大学 吉野琢朗

男子10000ｍ 4 293 新潟医療福祉大学 佐々木大良

男子10000ｍ 18 606 新潟医療福祉大学 戸田圭郁

男子10000ｍ 22 1026 札幌学院大学 村上一大

男子10000ｍW 14 1022 札幌学院大学 松井笙

男子10000ｍW 18 2131 東北学院大学 髙橋広夢

男子110mH 1・1 2004 東北大 鈴木健太

男子110mH 2・3 2082 東北大 齋藤晃汰

男子110mH 3・3 433 金沢工業大学 中村駿太

男子400mH 1・3 2002 東北大 加地拓弥

男子400mH 2・7 2097 岩手大学 山口修平

男子400mH 4・8 2081 東北大 中村祐貴

男子4×100ｍR 1・3 岩手大

男子4×100ｍR 2・6 東北大

男子4×400ｍR 1・5 岩手大

棄権者　一覧

　男　子

前日



男子走幅跳 28 2163 東北大 古俣諒大

男子走幅跳 1 2132 東北学院大学 中田誠乃輔

男子走幅跳 5 218 東北学院大学 門馬真尋

男子走幅跳 13 1059 札幌大学 奥谷涼

男子走高跳 6 425 金沢工業大学 井上亮

男子走高跳 14 2117 東北学院大学 菊田亮

男子棒高跳 5 2096 岩手大 細川颯太

男子棒高跳 13 673 金沢工業大学 田中裕也

男子棒高跳 15 2090 岩手大 刈谷春樹

男子三段跳 2 435 金沢工業大学 村田彬

男子三段跳 17 2093 岩手大 田鎖亘

男子三段跳 20 355 松本大 内堀岳宏

女子100m 1・4 1001 東北大 佐貫有彩

女子100m 1・7 1001 東北大 佐貫有彩

女子400ｍ 1・3 1197 東北大 菅沼理乃

女子1500ｍ 1 2048 東北福祉大学 石井美里

女子1500ｍ 2 2042 岩手大 中島明香

女子5000ｍ 1 2031 福島大学 中島有希

女子10000ｍW 3 1006 北翔大学 橋本未来

女子棒高跳 2 2083 富士大学 小西未樹

女子走幅跳 5 2090 東北学院大学 島村真未

前日

　女　子



天皇賜盃第９０回日本学生陸上競技対校選手権大会　標準記録

≪男子≫ 標 準 記 録 Ａ 標 準 記 録 Ｂ 標 準 記 録 C タ ー ゲ ッ ト ナ ン バ ー ≪女子≫ 標 準 記 録 Ａ 標 準 記 録 Ｂ 標 準 記 録 C タ ー ゲ ッ ト ナ ン バ ー

100m＊ 10.45 10.55 100m＊ 11.99 12.15

200m＊ 21.10 21.33 200m＊ 24.60 25.10

400m＊ 47.25 47.80 400m＊ 55.70 57.00

800m 1.50.5 1.52.0 800m 2.11.4 2.15.0

1500m 3.48.0 3.51.0 1500m 4.27.0 4.34.0

110mH＊ 14.05 14.45 100mH＊ 13.85 14.30

400mH＊ 51.30 52.00 400mH＊ 1.00.50 1.01.50

4×100m＊ 40.90 4×100m＊ 47.90

4×400m＊ 3.16.00 4×400m＊ 3.54.00

5000m 13.55.0 14.05.0 25 5000m 16.05.0 16.20.0 25

10000m 28.55.0 29.25.0 25 10000m 34.00.0 34.40.0 25

3000mSC 8.55.0 9.01.00 20 3000mSC 10.30.0 10.55.00 20

10000mW  42.30.0 10000mW 50.00.0

20kmW   1.27.00 20kmW   1.43.00

走高跳 2m13 2m10 走高跳 1m73 1m69

棒高跳 5m20 5m10 棒高跳 3m80 3m70

走幅跳 7m65 7m50 走幅跳 5m95 5m85

三段跳 15m65 15m40 三段跳 12m50 12m30

砲丸投 16m00 15m20 砲丸投 13m90 13m20

円盤投 47m50 46m00 円盤投 46m00 44m00

ハンマー投 61m00 59m00 ハンマー投 54m00 52m00

やり投 69m00 67m50 やり投 50m50 48m50

十種競技 6850 6600 七種競技 4950 4750
（注）
①十種競技については、棒高跳３ｍ以上の実績のあるものとする。
②「＊」を付した種目については、電気計時による記録のみ有効とする。
  ※「＊」を付した種目以外で電気計時による記録を使用したい場合、100分の1の記録が「00」のみ有効とする。
③長距離種目及び競歩については、競技運営の関係上、ターゲットナンバーを設定する。
  ※10000mWの換算は、WAのスコアリングテーブルを活用する。
  ※ターゲットナンバーは、標準記録Cの突破者を除いた人数とする。ただし、3000mSCに限り、標準記録Cの突破者を含む。
  ※当該地区において標準記録A、Bによるエントリーがなかった場合に、標準記録Cによるエントリーが行える。
  ※北日本インカレの優勝者に標準記録Cは適用されない。

42.00.010000mW 25 25

地区インカレの
優勝者及び

北日本インカレの
優勝者

地区インカレの
優勝者

(※注③参照）

地区インカレの
優勝者及び

北日本インカレの
優勝者

地区インカレの
優勝者及び

北日本インカレの
優勝者

地区インカレの
優勝者

(※注③参照）

地区インカレの
優勝者及び

北日本インカレの
優勝者

49.30.010000mW



 

 

 

新潟市陸上競技場 施設平面図 

陸上競技場 

建 物 

こちらのエリアは陣地として使用
しないでください



第 43回北日本学生陸上競技対校選手権大会 

連絡事項 

＜駐車場について＞ 

 本大会の自家用車の駐車場は「白山公園 C 駐車場」をご使用ください。朝７時より利用可能となって

います。競技場前の駐車場は大会役員のみ使用可能です。選手、学校関係者のご利用はお控えください。 

バスにつきましては、競技場前に最大 30 台駐車可能です。現在 14 台分埋まっています。ご希望の学校

はご連絡ください。バスの駐車場情報については随時、更新いたします。 

 

＜場所取りの入場について＞ 

 朝７時より下記抽選順でご入場いただけます。抽選を希望した全学校の入場が終了しましたら、他校

もご入場いただけます。抽選を希望した学校は、代表者３名まででご入場いただき、開門時刻に間に合う

よう正面右側「ゲート２」前にご集合ください。不在の学校の順番は飛ばさせていただきます。両日共に

同じ順番で行います。 

 

＜代表者会議について＞ 

 前日７月２日（金）の代表者会議は「新潟市陸上競技場 ２階 会議室３・４」で開催いたします。二部

屋ございますので、会議室３が満員となりましたら、会議室４へ入室する形でご対応ください。それぞれ

の部屋をオンラインで接続し、会議を行います。 

 

＜補助員について＞ 

 補助員の集合時刻は両日共に朝８時です。ホームストレート中程にご集合ください（当日変更となる

場合もあります）。本大会の補助員分のお弁当はございません。以下、補助員の割り振りとなります。 

 

 
駐車場係2名

第43回北日本IC　補助員割り振り

学校名 1日目

仙台大学

福島大学

金沢大学

金沢学院大学

金沢星稜大学

福井工業大学

松本大学

投擲4名

跳躍5名

跳躍4名

駐車場係2名

2日目

跳躍10名

用器具2名、跳躍2名、競歩4名

跳躍1名

投擲4名

跳躍4名

競歩4名、投擲3名

新潟大学

跳躍9名

跳躍5名

用器具2名、跳躍2名

投擲3名



 

＜女子 10000ｍ、女子 10000ｍW 出場者について＞ 

 女子 10000ｍ及び女子 10000ｍW に出場する選手は、通常の白地に数字が黒色のアスリートビブスで

はなく、赤地に数字が黒色のアスリートビブスを使用するようにしてください。こちらは、受付で配布い

たしますので、忘れないように受け取ってください。 

 

＜その他＞ 

 前日練習は１２時から行えます。ただし、１７時には完全にご退場いただきますようにご協力よろし

くお願いいたします。 

 荷物は各日共に全てお持ち帰りください。棒高跳び用ポールについても同様です。陣地の場所を養生 

テープ等で確保する行為も禁止です。 

 横断幕の掲示場所の指定はありませんが、常識の範囲内でよろしくお願いいたします。 

 まだ、各地区学連より送付された「第 43 回北日本 IC 参加校情報.xlsx」を提出いただけていない学校 

は、参加者人数と連絡先の把握のために、至急ご提出ください。 

 閉場時刻を厳守してください。 

 ゴミは全てお持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

場所取り入場順 

 以下に本大会の場所取り入場順を記載いたします。各地区学連より送付された「第 43 回北日本 IC 参

加校情報.xlsx」に必要事項を記載し、場所取り抽選への参加を希望した上で、本連盟にファイルを 6 月

26 日までに送付した学校が対象です。提出したにも関わらず学校名がない等ございましたら、北信越学

連(hokusinetsu-gakuren@sunny.ocn.ne.jp)までご連絡ください。 

 

 

 提出校（順不同） 

石巻専修大学 東北大学 新潟食料農業大学 秋田大学 

東北生活文化大学 富山高等専門学校 東北福祉大学 福島大学 

松本大学 郡山女子大学 長岡工業高等専門学校 金沢学院大学 

札幌学院大学 信州大学 北海道教育大学岩見沢校 札幌大学 

東海大学北海道 北海道大学 山形大学 金沢大学 

東北工業大学 札幌国際大学 北翔大学 東北学院大学 

上越教育大学 北海学園大学 北海道教育大学函館校 岩手大学 

仙台大学 金沢星稜大学 



 

 入場順 

1 北翔大学 11 金沢学院大学 

2 東北大学 12 松本大学 

3 札幌国際大学 13 東海大学北海道 

4 北海道教育大学函館校 14 福島大学 

5 秋田大学 15 仙台大学 

6 東北福祉大学 16 金沢大学 

7 札幌学院大学 17 北海道大学 

8 山形大学 18 金沢星稜大学 

9 東北学院大学 

10 郡山女子大学 

 


