
2021年度栄章受賞者一覧
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）

デーデー　ブルーノ 東海大学 4年 ア　東京オリンピック 4×100ｍリレー

※ 鈴木　碧斗 東洋大学 2年 ア　東京オリンピック 4×400ｍリレー

※ 三浦　龍司 順天堂大学 2年 ア　東京オリンピック 3000ｍＳＣ 7位入賞

泉谷　駿介 順天堂大学 4年 ア　東京オリンピック 110mH 準決勝進出

黒川　和樹 法政大学 2年 ア　東京オリンピック 400mH

山内　大夢 早稲田大学 4年 ア　東京オリンピック 400mH 準決勝進出

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）

※ 石川　　優 青山学院大学 1年 ア　東京オリンピック 4×100ｍリレー

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）

※ ジョセフ　ラジニ 拓殖大学 3年 関東学生国際記録・日本学生新記録 10000m 27分25秒65（第290回日本体育大学長距離競技会）

ワンジク　チャールズ　カマウ 武蔵野学院大学 2年 関東学生国際記録・日本学生新記録 10000m 27分18秒89（第292回日本体育大学長距離競技会）

※ 田澤　　廉 駒澤大学 3年 関東学生新記録 10000m 27分23分44（第293回日本体育大学長距離競技会）

イェゴン　ヴィンセント 東京国際大学 3年 関東学生国際記録・日本学生新記録 5000m 13分15秒15（第287回日本体育大学長距離競技会）

泉谷　駿介 順天堂大学 4年 関東学生新記録・日本学生新記録・日本新記録 110mH 13秒06（第105回日本選手権）

※ 三浦　龍司 順天堂大学 2年 関東学生新記録・日本学生新記録・日本新記録 3000mSC 8分09秒92（東京オリンピック）

※ 山野　　力 駒澤大学 3年 関東学生新記録・日本学生新記録 ハーフマラソン 1時間00分40秒（全日本実業団ハーフマラソン大会）

※ 山本　歩夢 國學院大學 1年 関東学生新記録・日本学生新記録 ハーフマラソン 1時間00分43秒（全日本実業団ハーフマラソン大会）

※ 松山　和希 東洋大学 2年 関東学生新記録・日本学生新記録 ハーフマラソン 1時間00分43秒（全日本実業団ハーフマラソン大会）

※ 福田　翔大 日本大学 3年 関東学生新記録 ハンマー投 71m37㎝（第105回日本選手権）

※ 道下　美槻 立教大学 2年 関東学生新記録・日本学生新記録 1500m 4分12秒72（ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021）

関東学生新記録 5000m 15分20秒68（ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021）

関東学生新記録・日本学生新記録 10000m 30分45秒21（関西実業団ディスタンストライアル）

※ 吉村　玲美 大東文化大学 3年 関東学生新記録・日本学生新記録 3000mSC 9分41秒43（第90回日本学生陸上競技対校選手権大会）

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）

ワンジク　チャールズ　カマウ 武蔵野学院大学 3年 第18位 10000m 27分18秒89（第292回日本体育大学長距離競技会）

※ 田澤　　廉 駒澤大学 3年 第28位 10000m 27分23秒44（第293回日本体育大学長距離競技会）

第49位 5000m 13分15秒15（第287回日本体育大学長距離競技会）

第31位 10000m 27分24秒42（第293回日本体育大学長距離競技会）

※ ジョセフ　ラジニ 拓殖大学 3年 第36位 10000m 27分25秒65（第290回日本体育大学長距離競技会）

※ フィリップ　ムルワ 創価大学 3年 第48位 10000m 27分35秒29（2021八王子ロングディスタンス）

※ 三浦　龍司 順天堂大学 2年 第7位 3000mSC 8分09秒92（東京オリンピック）

泉谷　駿介 順天堂大学 4年 第5位 110mH 13秒06（第105回日本選手権）

※ 村竹ラシッド 順天堂大学 2年 第26位 110mH 13秒28（第105回日本選手権）

黒川　和樹 法政大学 2年 第19位 400mH 48秒68（READY STEADY TOKYO)

山内　大夢 早稲田大学 4年 第48位 400mH 48秒84（READY STEADY TOKYO)

※ 住所　大翔 順天堂大学 4年 第49位 20㎞W 1時間20分46秒（第69回元旦競歩大会）

※ 不破聖衣来 拓殖大学 1年 第13位 10000m 30分45秒21（関西実業団ディスタンストライアル）

古賀　友太 明治大学 4年 第4位相当 10000mW 39分03秒94（第100回関東インカレ）

※ 濱西　　諒 明治大学 3年 第10位相当 10000mW 39分23秒40（第9回順天堂大学競技会）

※ 住所　大翔 順天堂大学 4年 第10位相当 10000mW 39分25秒30（第9回順天堂大学競技会）

※ 萬壽　春輝 順天堂大学 2年 第16位相当 10000mW 39分37秒50（第9回順天堂大学競技会）

※ 立岩　和大 順天堂大学 4年 第32位相当 10000mW 40分38秒46（2021長崎陸協競歩大会）

※ 村手　光樹 東京学芸大学 3年 第43位相当 10000mW 40分57秒08（第100回関東インカレ）

※ 熊田→デーデー→井本→山本 東海大学 第48位相当 4×100mR 39秒10（第100回関東インカレ）

※ 梅野　倖子 順天堂大学 1年 第26位相当 10000mW 45分47秒07（2021長崎陸協競歩大会）

※＝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参照（2021年1月21日現在）

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

大久保　玲 東京農業大学 4年

※ 加藤　弘暉 専修大学 4年

指導者功労賞　　本連盟表彰規程 3（5）該当者 ※ 志村　京香 早稲田大学 4年

氏　名 大　学（大学院） 役　職 対象選手 三輪　彩乃 東海大学 4年

※ 前田　康弘 國學院大學 監督 山本　歩夢 ※ 本松　貫太 千葉大学 4年

※ 中村　嘉孝 立教大学 コーチ 道下　美槻 ※ 八尾あす香 中央大学 4年

※ 五十嵐利治 拓殖大学 監督 不破聖衣来 古屋敷律希 日本体育大学 4年

特別賞

氏名 大学 種目 記録 運営功労賞　　本連盟表彰規程 3（6）該当者

橋岡　優輝 日本大学 走幅跳 6位入賞（8m10） 氏　名 役 職

※ 三浦　龍司 順天堂大学（在学） 3000ｍＳＣ 7位入賞

※ 大迫　　傑 早稲田大学 マラソン 6位入賞（2時間10分41秒）

※ 池田　向希 東洋大学 20㎞W 2位（1時間21分14秒）

※ 川野　将虎 東洋大学 50㎞W 6位（3時間51分56秒） 特別功労賞　　本連盟表彰規程 3（7）該当者

氏　名 役 職

※ 不破聖衣来 拓殖大学 1年

役　職

イェゴン　ヴィンセント 東京国際大学 3年


