
2020年度栄章受賞者一覧(案)

男子優秀選手賞　　　本連盟表彰規程 3（1）ア、イ、ウ、エ、オ該当者

氏名 大学 学年 対象 種目 順位（記録）

女子優秀選手賞　　本連盟表彰規程 3（1）ア、イ、ウ、エ、オ該当者　　

氏名 大学 学年 対象 種目 順位（記録）

本連盟記録突破賞　　本連盟表彰規程 3（1）カ該当者

氏名 大学 学年 項目 種目 記録（大会名）

三浦 龍司 順天堂大学 1年 関東学生新記録・日本学生新記録 3000ｍSC 8分19秒37(ホクレンディスタンス・チャレンジ第5戦)

池田 向希 東洋大学 4年 関東学生新記録・日本学生新記録 10000mW 37分25秒90(第9回順天堂大学競技会)

古賀 友太 明治大学 3年 関東学生新記録 10000mW 37分35秒00(第2回順天堂大学長距離競技会)

福田 翔大 日本大学 2年 関東学生新記録 ハンマー投 69m61(第89回日本インカレ)

諸田 実咲 中央大学 4年 関東学生新記録・日本学生新記録 棒高跳 4m30(群馬県棒高跳)

齋藤 真希 東京女子体育大学 2年 関東学生新記録 円盤投 55m53(第42回北九州カーニバル)

世界50傑突破賞　　本連盟表彰規程 3（1）カ該当者

氏名 大学 学年 世界50傑中 種目 記録（大会名）

水久保 漱至 城西大学 4年 第33位 100m 10秒14（第89回日本インカレ）

安田 圭吾 大東文化大学 3年 第38位 200m 20秒61（第2回アスリートナイトゲームズ福井）

伊東 利来也 早稲田大学 4年 第33位 400m 45秒83(第3回早稲田大学競技会)

井上 大地 日本大学 3年 第33位 400m 45秒83(第89回日本インカレ)

YEGON　Vincent 東京国際大学 2年 第38位 5000m 13分20秒39(ホクレンディスタンス・チャレンジ第4戦)

WANJIKU Charles Kamau 武蔵野学院大学 1年 第16位 10000m 27分30秒09(10000m記録挑戦競技会)

第29位 10000m 27分39秒80(ホクレンディスタンス・チャレンジ第5戦)

第29位 ハーフマラソン 59分51秒(ラアス・アル・ハイマハーフマラソン)

田澤　廉 駒澤大学 2年 第38位 10000m 27分46秒09(第104回日本選手権)

LEDAMA Kisaisa 桜美林大学 4年 第39位 10000m 27分47秒49(八王子ロングディスタンス)

PHILIP Mulwa 創価大学 2年 第47位 10000m 27分50秒43(八王子ロングディスタンス)

JOSEPH　Razini 拓殖大学 2年 第48位 ハーフマラソン 1時間00分13秒(第97回箱根駅伝予選会)

第15位 110mH 13秒45(第104回日本選手権)

第38位 走幅跳 7m92(第83回東京選手権)

横地 大雅 法政大学 2年 第37位 110mH 13秒60(第104回日本選手権)

村竹 ラシッド 順天堂大学 1年 第43位 110mH 13秒61(第104回日本選手権)

山本 竜大 日本大学大学院 M1年 第6位 400mH 49秒12(第89回日本インカレ)

黒川 和樹 法政大学 1年 第7位 400mH 49秒19(第89回日本インカレ)

吉田 京平 東京学芸大学大学院 M1年 第11位 400mH 49秒40(第89回日本インカレ)

山内 大夢 早稲田大学 3年 第25位 400mH 49秒89(第89回日本インカレ)

三浦 龍司 順天堂大学 1年 第8位 3000mSC 8分19秒37(ホクレンディスタンス・チャレンジ第5戦)

江島 雅紀 日本大学 4年 第46位 棒高跳 5m52(第13回日本大学競技会)

橋岡 優輝 日本大学 4年 第3位 走幅跳 8m29(第89回日本インカレ)

外川 天寿 国際武道大学 4年 第45位 走幅跳 7m88(第89回日本インカレ)

鳥海 勇斗 日本大学 1年 第45位 走幅跳 7m88(U20全国競技会)

第2位 10000mW 37分25秒90(第2回順天堂大学長距離競技会)

第2位 20kmW 1時間18分22(第14回日本学生20km競歩選手権)

第3位 10000mW 37分35秒00(第2回順天堂大学長距離競技会)

第5位 20kmW 1時間18分42(第14回日本学生20km競歩選手権)

川野 将虎 東洋大学 4年 第4位 10000mW 38分23秒95(第2回順天堂大学長距離競技会)

山本 龍太郎 山梨学院大学 4年 第12位 10000mW 39分52秒82(第99回関東インカレ)

住所 大翔 順天堂大学 3年 第13位 10000mW 39分58秒98(第99回関東インカレ)

濱西 諒 明治大学 2年 第18位 10000mW 40分19秒81(第2回順天堂大学長距離競技会)

立岩 和大 順天堂大学 3年 第23位 10000mW 40分49秒81(第99回関東インカレ)

村尾 宥稀 明治大学 4年 第47位 10000mW 41分57秒95(第89回日本インカレ)

第27位 10000mW 41分06秒23(第89回日本インカレ)

第18位 20kmW 1時間20分49(第14回日本学生20km競歩選手権)

近藤 良亮 山梨学院大学 4年 第30位 10000mW 41分09秒02(スーパーノバレースウォーキングミート)

鈴木 匠 順天堂大学 4年 第44位 10000mW 41分46秒67(第89回日本インカレ)

成岡 大輝 東洋大学 4年 第46位 10000mW 41分54秒27(第99回関東インカレ)

桑田-樋口-江藤-樋口 法政大学 第11位 4×100mR 38秒96(第104回日本選手権リレー)

伊藤-ﾃﾞｰﾃﾞｰ-熊田-古田 東海大学 第12位 4×100mR 39秒32(第104回日本選手権リレー)

和田-宮本-中村-渡邉 東洋大学 第12位 4×100mR 39秒32(第89回日本インカレ)

三浦-佐野-澤-松本 早稲田大学 第14位 4×100mR 39秒38(第89回日本インカレ)

田中-高橋-高橋-一瀬 日本大学 第15位 4×100mR 39秒40(第89回日本インカレ)

内山-染谷-飯塚-山本 中央大学 第19位 4×100mR 39秒48(第89回日本インカレ)

阿部-薬師寺-桑野-池田 筑波大学 第33位 4×100mR 39秒81(第89回日本インカレ)

志賀-下里-和西-土屋 駿河台大学 第37位 4×100mR 39秒86(第89回日本インカレ)

安田-瀬尾-木下-宇野 順天堂大学 第38位 4×100mR 39秒87(第89回日本インカレ)

鵜池-荘司-井上-山本 日本大学 第1位 4×400mR 3分4秒32(第89回日本インカレ)

小久保-小竹-山内-伊東 早稲田大学 第2位 4×400mR 3分4秒34(第89回日本インカレ)

鈴木-川上-伊藤-吉津 東洋大学 第3位 4×400mR 3分5秒84(第89回日本インカレ)

森-山口-船越-藤堂 中央大学 第9位 4×400mR 3分7秒20(第89回日本インカレ)

梅谷-北谷-園田-寺岡 東海大学 第17位 4×400mR 3分8秒46(第99回関東インカレ)

澤田-村石-児玉-松本 法政大学 第19位 4×400mR 3分8秒59(第89回日本インカレ)

青木-石谷-谷川-秋本 国際武道大学 第32位 4×400mR 3分9秒70(第99回関東インカレ)

勝-小清水-志賀-藤田 駿河台大学 第37位 4×400mR 3分10秒43(第99回関東インカレ)

鈴木 優花 大東文化大学 3年 第45位 10000m 32分11秒66(第104回日本選手権)

関本 萌香 早稲田大学 3年 第34位 400mH 56秒96(第3回早稲田大学競技会)

吉村 玲美 大東文化大学 2年 第23位 3000ｍSC 9分49秒45(第104回日本選手権)

秋山 祐紀 大東文化大学 4年 第45位 3000ｍSC 9分58秒31(セイコーグランプリ2020)

林 奈海 順天堂大学 3年 第41位 10000mW 48分03秒37(第89回日本インカレ)

川崎-金子-吉中-髙島 青山学院大学 第23位 4×400mR 3分39秒22(第89回日本インカレ)

高島-三輪-川島-大島 中央大学 第26位 4×400mR 3分39秒61(第89回日本インカレ)

前川-山本-森山-須藤 日本体育大学 第31位 4×400mR 3分40秒29(第89回日本インカレ)

水久保 漱至 城西大学 4年 第48位相当 200m 20秒65(日本インカレ標準記録突破挑戦記録会)

YEGON　Vincent 東京国際大学 2年 第26位相当 10000m 27分38秒48(第84回平成国際大学長距離競技会)

村手 光樹 東京学芸大学 2年 第25位相当 10000mW 40分55秒81(第2回国士舘大学長距離競技会)

鈴木 英司 東海大学 2年 第45位相当 10000mW 41分49秒83(第2回国士舘大学長距離競技会)

齋藤-平野-太田-安田 大東文化大学 第11位相当 4×100mR 39秒28(第104回日本選手権リレー)

村富-山﨑-葛西-松岡 順天堂大学 第7位相当 4×400mR 3分6秒54(第104回日本選手権リレー)

佐々木-乾-中村-森 城西大学 第41位相当 4×400mR 3分10秒94(第104回日本選手権リレー)

村上-小山-関本-津川 早稲田大学 第11位相当 4×400mR 3分37秒15(第104回日本選手権リレー)

※＝以下は World Athletics の Top List に反映されていない者/陸上競技ランキング（https://rikumaga.com/records/ranking?year%5Byear%5D=2019&y=nen&room=1&bg=2&g=3&peid=）参照（2021年3月18日）

村山 裕太郎 順天堂大学　 4年

RAIMOI　Vincent 国士舘大学 3年

古賀 友太 明治大学 3年

泉谷 駿介 順天堂大学 3年

池田 向希 東洋大学 4年



功労賞　本連盟表彰規程 3（4）該当者 学生功労賞　　本連盟表彰規程 3（3）該当者

氏　名 氏　名 大　学 学　年

有賀　紀乃 立教大学 4年

石渡　未央 日本体育大学 4年

指導者功労賞　　本連盟表彰規程 3（5）該当者 田中　理紗子 帝京大学 4年

氏　名 大　学（大学院） 役　職 対象選手 畠山　真平 日本大学 4年

長門　俊介 順天堂大学 駅伝監督 三浦　龍司 山田　幸輝 神奈川大学 4年

酒井　瑞穂 東洋大学 競歩コーチ 池田　向希 二見　百香 日本体育大学 4年

室伏　重信 日本大学 投擲コーチ 福田　翔太

中村　哲郎 中央大学 監督 諸田 実咲

佐々木大志 東京女子体育大学 コーチ 齋藤 真希

本塩　　遼 城西大学 コーチ 水久保 漱至

佐藤真太郎 大東文化大学 監督 安田 圭吾

礒　　繁雄 早稲田大学 監督 伊東 利来也

渕野　辰雄 日本大学 短距離コーチ 井上 大地

中村　勇太 東京国際大学 コーチ YEGON　Vincent

笠間三四郎 武蔵野学院大学 監督 WANJIKU Charles Kamau 運営功労賞　　本連盟表彰規程 3（6）該当者

ジェームス　ムワンギ 国士舘大学 駅伝コーチ RAIMOI　Vincent 氏　名 役 職

大八木弘明 駒澤大学 監督 田澤　廉

福永　勝彦 桜美林大学 コーチ LEDAMA Kisaisa

榎木　和貴 創価大学 監督 PHILIP Mulwa 特別功労賞　　本連盟表彰規程 3（7）該当者

山下　拓郎 拓殖大学 監督 JOSEPH　Razini 氏　名 役 職

越川　一紀 順天堂大学 部長 泉谷　駿介

苅部　俊二 法政大学 監督 横地　大雅

山崎　一彦 順天堂大学 監督 村竹ラシッド

井部　誠一 日本大学大学院 監督 山本 竜大

苅部　俊二 法政大学 監督 黒川和樹

繁田　　進 東京学芸大学大学院 監督 吉田 京平

磯　　繁雄 早稲田大学 監督 山内 大夢

加藤　弘一 日本大学 部長 江島　雅紀

森長　正樹 日本大学 跳躍コーチ 橋岡　優輝

山田　真也 国際武道大学 コーチ 外川 天寿

森長　正樹 日本大学 跳躍コーチ 鳥海 勇斗

三浦　康二 明治大学 コーチ 古賀　友太

酒井　瑞穂 東洋大学 競歩コーチ 川野将虎

柳澤　　哲 山梨学院大学 競歩コーチ 山本 龍太郎

森岡紘一朗 順天堂大学 コーチ 住所 大翔

三浦　康二 明治大学 コーチ 濱西 諒

森岡紘一朗 順天堂大学 コーチ 立岩 和大

三浦　康二 明治大学 コーチ 村尾 宥稀

森岡紘一朗 順天堂大学 コーチ 村山 裕太郎

柳澤　　哲 山梨学院大学 競歩コーチ 近藤 良亮

森岡紘一朗 順天堂大学 コーチ 鈴木 匠

酒井　瑞穂 東洋大学 競歩コーチ 成岡 大輝

苅部　俊二 法政大学 監督 桑田-樋口-江藤-樋口

髙野　　進 東海大学 監督 伊藤-ﾃﾞｰﾃﾞｰ-熊田-古田

梶原　道明 東洋大学 監督 和田-宮本-中村-渡邉

磯　　繁雄 早稲田大学 監督 三浦-佐野-澤-松本

井部　誠一 日本大学 監督 田中-高橋-高橋-一瀬

豊田　裕浩 中央大学 副部長 内山-染谷-飯塚-山本

谷川　　聡 筑波大学 監督 阿部-薬師寺-桑野-池田

邑木 　隆二 駿河台大学 監督 志賀-下里-和西-土屋

山崎　一彦 順天堂大学 監督 安田-瀬尾-木下-宇野

渕野　辰雄 日本大学 短距離コーチ 鵜池-荘司-井上-山本

磯　　繁雄 早稲田大学 監督 小久保-小竹-山内-伊東

梶原　道明 東洋大学 監督 鈴木-川上-伊藤-吉津

星野　晃志 中央大学 監督 森-山口-船越-藤堂

髙野　　進 東海大学 監督 梅谷-北谷-園田-寺岡

苅部　俊二 法政大学 監督 澤田-村石-児玉-松本

登藤　大輔 国際武道大学 コーチ 青木-石谷-谷川-秋本

邑木 　隆二 駿河台大学 監督 勝-小清水-志賀-藤田

外園　　隆 大東文化大学 監督 鈴木優花

磯　　繁雄 早稲田大学 監督 関本 萌香

外園　　隆 大東文化大学 監督 吉村　玲美

外園　　隆 大東文化大学 監督 秋山 祐紀

鈴木　茂雄 順天堂大学 コーチ 林 奈海

安井　年文 青山学院大学 監督 川崎-金子-吉中-髙島

中村　哲郎 中央大学 監督 高島-三輪-川島-大島

大村　邦英 日本体育大学 総監督 前川-山本-森山-須藤

石井　智也 東京学芸大学 コーチ 村手 光樹

児島　大祐 東海大学 コーチ 鈴木 英司

佐藤真太郎 大東文化大学 監督 齋藤-平野-太田-安田

山崎　一彦 順天堂大学 監督 村富-山﨑-葛西-松岡

千葉　佳裕 城西大学 監督 佐々木-乾-中村-森

磯　　繁雄 早稲田大学 監督 村上-小山-関本-津川

役　職


