
大会コード 17500321

大会コード 17500322

： ２０１７年６月１０日（土）- １１日（日）

： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）

： 日本陸上競技連盟

： 長野市　長野市教育委員会　信濃毎日新聞社

： 長野県　長野県教育委員会　(公財)長野県体育協会

(公財)長野市スポーツ協会　ＮＨＫ長野放送局

： 長野陸上競技協会

： 山崎製パン株式会社

： アシックスジャパン株式会社　大塚製薬株式会社　日本航空

株式会社ニシ・スポーツ　青山商事株式会社

： 内山 了治

： 青柳 智之(トラック)　鈴木 文雄(跳躍)　内堀 俊彦(跳躍)

上原 羊二(投擲)　小林 至(混成)

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

6月10日(土) 6月11日(日)

17:00 雨 北東 1.9 15.1

2.5 18.8 54.0

51.0

18:00 雨 北東 1.3 15.2 76.0 18:00 晴 北

77.0 17:00 晴 北北西 2.7 19.7

3.7 20.9 50.0

16:00 雨 東北東 2.5 17.7 71.0 16:00 晴 北東 3.3 20.5 52.0

15:00 雨 東北東 1.7 22.0 61.0 15:00 晴 北北東

3.5 22.3 47.0

14:00 曇 南東 1.5 23.0 49.052.0 14:00 晴 北 3.7 21.3

13:00 曇 東 2.5 25.1 36.0 13:00 晴 北北東

11:00 晴 南東 1.1 24.8 51.0

12:00 曇 南南西 2.9 25.7 40.0 12:00 晴 東

47.0 11:00 晴 東北東 1.3 19.5

1.0 20.7 45.0

1.2 15.8 66.0

10:00 晴 南 1.4 22.7 53.0 10:00 晴 北東 1.6 17.5 54.0

9:30 晴 南南西 1.5 21.9 58.0 9:00 晴 北東

風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)(%) (m/s) (℃)

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向

記録 氏名 所属 従来の記録 備考

U20男子 十種競技 決勝 7790点 丸山 優真 日本大 7195点 U20日本新

男女 種目 予・決

主 催

共 催

後 援

主 管

特 別 協 賛

協 賛

第101回日本陸上競技選手権大会 混成競技

兼 第16回世界陸上競技選手権大会(2017/ロンドン)代表選手選考競技会

第33回Ｕ20日本陸上競技選手権大会 混成競技

記 録 集

期 日

会 場

総 務

審 判 長

記録・情報主任



Ord. No. 競技者名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m １日目得点 １日目順位 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m ２日目得点 合計得点 順位 備考
ナカムラ　アキヒコ  10.77 (+1.0)  7.56 (+1.1)  11.44  1.90  48.59  14.10 (+0.5)  36.23  4.90  52.10  4:22.57

中村　明彦 912 [912] 950 [1862] 572 [2434] 714 [3148] 881 [4029] 962 [4991] 588 [5579] 880 [6459] 620 [7079] 794 [7873]
ウシロ　ケイスケ w 11.22 (+2.2)  6.87 (-0.4)  14.44  1.93  52.27  14.93 (+0.6)  46.57  4.80  68.74  4:48.48

右代　啓祐 812 [812] 783 [1595] 755 [2350] 740 [3090] 713 [3803] 858 [4661] 799 [5460] 849 [6309] 870 [7179] 628 [7807]
シミズ　ツヨシ  10.88 (+0.8)  7.37 (+1.2)  12.22  1.85  50.02  15.04 (+0.6)  36.86  4.60  55.07  4:24.07

清水　剛士 888 [888] 903 [1791] 620 [2411] 670 [3081] 814 [3895] 845 [4740] 601 [5341] 790 [6131] 664 [6795] 784 [7579]
モリモト　キミト  10.75 (+0.8)  7.32 ( 0.0)  10.96  1.80  49.31  15.28 (-0.7)  42.05  4.40  60.59  4:47.17

森本　公人 917 [917] 891 [1808] 543 [2351] 627 [2978] 847 [3825] 816 [4641] 706 [5347] 731 [6078] 747 [6825] 636 [7461]
カタヤマ　カズヤ  10.89 (+0.8)  6.70 (+0.1)  13.25  1.80  50.08  15.33 (+0.6)  41.89  4.70  61.14  4:51.42

片山　和也 885 [885] 743 [1628] 682 [2310] 627 [2937] 811 [3748] 810 [4558] 703 [5261] 819 [6080] 755 [6835] 610 [7445]
タウエ　シュン  10.97 (+1.0)  7.25 (+1.2)  11.29  1.93  49.73  14.09 (+0.5)  30.95  4.20  52.65  4:25.25

田上　駿 867 [867] 874 [1741] 563 [2304] 740 [3044] 827 [3871] 963 [4834] 483 [5317] 673 [5990] 628 [6618] 776 [7394]
オトベ　タクミ  10.68 (+1.0)  7.15 (-0.7)  12.32  1.90  50.40  15.04 (+0.6)  35.52  4.60  51.36  5:00.14

音部　拓仁 933 [933] 850 [1783] 626 [2409] 714 [3123] 796 [3919] 845 [4764] 574 [5338] 790 [6128] 609 [6737] 559 [7296]
クリハラ　アキマサ w 11.04 (+2.2)  7.35 (+1.9)  11.24  1.99  50.60  14.95 (-0.7)  31.43  4.50  50.12  4:38.33

栗原　彰理 852 [852] 898 [1750] 560 [2310] 794 [3104] 787 [3891] 856 [4747] 493 [5240] 760 [6000] 590 [6590] 691 [7281]
ニマイダ　イッペイ  10.92 (+1.0)  7.07 (+0.3)  12.25  1.90  49.59  14.56 (+0.5)  36.02  4.50  41.88  5:02.41

二枚田　一平 878 [878] 830 [1708] 622 [2330] 714 [3044] 834 [3878] 903 [4781] 584 [5365] 760 [6125] 469 [6594] 546 [7140]
ウシロ　ヒロヨシ w 11.25 (+2.2)  7.04 (+0.4)  11.19  1.90  51.26  14.59 (+0.5)  38.31  4.40  49.37  4:56.18

右代　啓欣 806 [806] 823 [1629] 557 [2186] 714 [2900] 757 [3657] 900 [4557] 630 [5187] 731 [5918] 579 [6497] 582 [7079]
イヌイ　ダイスケ  10.96 (+1.0)  6.75 (+0.6)  11.86  1.96  50.19  14.51 (+0.5)  31.68  4.00  52.08  4:53.34

乾　大輔 870 [870] 755 [1625] 598 [2223] 767 [2990] 806 [3796] 910 [4706] 498 [5204] 617 [5821] 619 [6440] 599 [7039]
サカモト　トシキ  10.98 (+0.8) w 6.73 (+2.9)  10.41  1.85  49.92  14.95 (-0.7)  34.19  4.20  61.95  5:02.94

坂本　都志記 865 [865] 750 [1615] 510 [2125] 670 [2795] 818 [3613] 856 [4469] 547 [5016] 673 [5689] 767 [6456] 543 [6999]
ムラナカ　トモヒコ w 11.15 (+2.2)  6.80 (+0.9)  13.01  1.90  52.56  15.31 (+0.6)  35.54  4.30  51.10  5:01.49

村中　智彦 827 [827] 767 [1594] 668 [2262] 714 [2976] 700 [3676] 812 [4488] 575 [5063] 702 [5765] 605 [6370] 551 [6921]
オグラ　ノゾム  11.16 (+0.8)  7.15 (-0.2)  8.81  1.96  51.03  15.28 (-0.7)  29.17  4.40  49.31  4:42.74

小倉　希望 825 [825] 850 [1675] 414 [2089] 767 [2856] 768 [3624] 816 [4440] 448 [4888] 731 [5619] 578 [6197] 663 [6860]
イサ　ヨシノリ w 11.46 (+2.2)  6.37 (+1.8)  12.03  1.75  52.17  15.83 (+0.6)  36.62  4.20  59.87  4:31.23

伊佐　嘉矩 761 [761] 668 [1429] 608 [2037] 585 [2622] 717 [3339] 752 [4091] 596 [4687] 673 [5360] 736 [6096] 737 [6833]
ナカトミ　タカヒデ w 11.26 (+2.2)  6.67 ( 0.0)  10.78  1.80  50.89  15.30 (-0.7)  33.27  4.30  48.43  4:30.90

中臣　貴英 804 [804] 736 [1540] 533 [2073] 627 [2700] 774 [3474] 814 [4288] 529 [4817] 702 [5519] 565 [6084] 739 [6823]
カシワグラ　アスカ  11.28 (+0.8)  6.73 (+0.1)  11.08  1.85  51.02  14.68 (+0.5)  31.14  4.00  47.39  4:41.44

柏倉　飛鳥 799 [799] 750 [1549] 551 [2100] 670 [2770] 768 [3538] 889 [4427] 487 [4914] 617 [5531] 550 [6081] 671 [6752]
タケモト　タイカン w 11.33 (+2.2)  6.65 (+0.2)  11.00  1.80  52.06  16.17 (+0.6)  30.17  4.00  48.09  5:00.52

武本　泰漢 789 [789] 732 [1521] 546 [2067] 627 [2694] 722 [3416] 714 [4130] 468 [4598] 617 [5215] 560 [5775] 557 [6332]
カワサキ　カズヤ  10.97 (+1.0)  7.23 (+0.4)  11.30  1.99  49.77  15.65 (+0.6)  38.35 NM DNS

川崎　和也 867 [867] 869 [1736] 564 [2300] 794 [3094] 825 [3919] 773 [4692] 631 [5323] 0 [5323] - [-] 　　　　[　　　　]
イヌイ　ハヤト w 10.94 (+2.2)  6.87 (-1.2)  11.30  1.80 DNS DNS DNS DNS DNS

乾　颯人 874 [874] 783 [1657] 564 [2221] 627 [2848] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]
シオザキ　スグル DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

潮﨑　傑 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

オクダ　ケイスケ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

奥田　啓祐 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

種目 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 17/6/10～17/6/11 審判長 小林至

競技会名 第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 競技場名 長野市営陸上競技場 [172070] 記録主任 瀧沢佳生

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 [17]

1  11 ｽｽﾞｷ浜松AC 4029 1 3844 [2]  7873 1

2  12 ｽｽﾞｷ浜松AC 3803 9 4004 [1]  7807 2

5  15 NTN 3895 4 3684 [4]  7579 3

4  14 大阪教育大 3825 8 3636 [5]  7461 4

11  21 中京大 3748 11 3697 [3]  7445 5

18  28 順天堂大 3871 7 3523 [6]  7394 6

10  20 富士通 3919 2 3377 [11]  7296 7

16  26 東京陸協 3891 5 3390 [9]  7281 8

6  16 Team綺羅星 3878 6 3262 [13]  7140 9

9  19 国士舘大 3657 13 3422 [8]  7079 10

14  24 関西学院大 3796 10 3243 [15]  7039 11

12  22 大隅鹿屋病院 3613 15 3386 [10]  6999 12

22  32 順天堂大 3676 12 3245 [14]  6921 13

13  23 筑波大 3624 14 3236 [16]  6860 14

21  31 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 3339 19 3494 [7]  6833 15

20  30 国際武道大 3474 17 3349 [12]  6823 16

8  18 TeamAccel 3538 16 3214 [17]  6752 17

15  25 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 3416 18 2916 [18]  6332 18

3  13 TeamAccel 3919 2 -

17  27 皇學館大 - - -

7  17 日本大 - - -

19  29 東海大 - - -

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Marks) : 記録無し

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
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DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

イヌイ　ハヤト

1  27 乾　颯人 皇學館大 4 w 10.94 874
クリハラ　アキマサ

2  26 栗原　彰理 東京陸協 2 w 11.04 852
ムラナカ　トモヒコ

3  32 村中　智彦 順天堂大 6 w 11.15 827
ウシロ　ケイスケ

4  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 3 w 11.22 812
ウシロ　ヒロヨシ

5  19 右代　啓欣 国士舘大 9 w 11.25 806
ナカトミ　タカヒデ

6  30 中臣　貴英 国際武道大 8 w 11.26 804
タケモト　タイカン

7  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 7 w 11.33 789
イサ　ヨシノリ

8  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 5 w 11.46 761

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

モリモト　キミト

1  14 森本　公人 大阪教育大 4  10.75 917
シミズ　ツヨシ

2  15 清水　剛士 NTN 2  10.88 888
カタヤマ　カズヤ

3  21 片山　和也 中京大 7  10.89 885
サカモト　トシキ

4  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  10.98 865
オグラ　ノゾム

5  23 小倉　希望 筑波大 5  11.16 825
カシワグラ　アスカ

6  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 3  11.28 799
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 8 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

オトベ　タクミ

1  20 音部　拓仁 富士通 5  10.68 933
ナカムラ　アキヒコ

2  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 3  10.77 912
ニマイダ　イッペイ

3  16 二枚田　一平 Team綺羅星 7  10.92 878
イヌイ　ダイスケ

4  24 乾　大輔 関西学院大 2  10.96 870
カワサキ　カズヤ

5  13 川崎　和也 TeamAccel 6  10.97 867
タウエ　シュン

6  28 田上　駿 順天堂大 8  10.97 867
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 4 DNS

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 100m 17/6/10 10:00 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+2.2 m/s)

風速 (+0.8 m/s)

風速 (+1.0 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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w (wind assist) : 追風参考



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ナカムラ　アキヒコ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  7.56 (+1.1) 950 7.56(+1.1) | ×( - ) | ×( - )
シミズ　ツヨシ

2  15 清水　剛士 NTN 4  7.37 (+1.2) 903 7.03(+0.4) | 7.37(+1.2) | ×( - )
クリハラ　アキマサ

3  26 栗原　彰理 東京陸協 1  7.35 (+1.9) 898 7.26(+1.5) | 7.35(+1.9) | ×( - )
オグラ　ノゾム

4  23 小倉　希望 筑波大 7  7.15 (-0.2) 850 7.15(-0.2) | 7.09(-1.0) | 7.05(+0.8)
オトベ　タクミ

5  20 音部　拓仁 富士通 3  7.15 (-0.7) 850 ×( - ) | 6.93(+1.5) | 7.15(-0.7)
ニマイダ　イッペイ

6  16 二枚田　一平 Team綺羅星 10  7.07 (+0.3) 830 7.07(+0.3) | 6.99(+0.2) | 7.07(+3.8)
ウシロ　ヒロヨシ

7  19 右代　啓欣 国士舘大 8  7.04 (+0.4) 823 6.84(-0.3) | 6.70(-0.5) | 7.04(+0.4)
サカモト　トシキ

8  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 11 w 6.73 (+2.9) 750 公認:6.54(0.3) ×( - ) | 6.54(+0.3) | 6.73(+2.9)
カシワグラ　アスカ

9  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 9  6.73 (+0.1) 750 ×( - ) | ×( - ) | 6.73(+0.1)
カタヤマ　カズヤ

10  21 片山　和也 中京大 6  6.70 (+0.1) 743 6.70(+0.1) | 6.47(-1.5) | ×( - )
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 2 DNS (-)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

モリモト　キミト

1  14 森本　公人 大阪教育大 6  7.32 ( 0.0) 891 7.32( 0.0) | 6.92(-1.5) | 5.63(-0.8)
タウエ　シュン

2  28 田上　駿 順天堂大 8  7.25 (+1.2) 874 7.18(+0.5) | 6.87(-1.2) | 7.25(+1.2)
カワサキ　カズヤ

3  13 川崎　和也 TeamAccel 3  7.23 (+0.4) 869 7.10(+0.8) | ×( - ) | 7.23(+0.4)
ウシロ　ケイスケ

4  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  6.87 (-0.4) 783 6.64(-0.2) | 6.52(-1.7) | 6.87(-0.4)
イヌイ　ハヤト

5  27 乾　颯人 皇學館大 11  6.87 (-1.2) 783 6.45(-0.4) | 6.87(-1.2) | ×( - )
ムラナカ　トモヒコ

6  32 村中　智彦 順天堂大 5  6.80 (+0.9) 767 6.80(+0.9) | ×( - ) | 6.73(-0.8)
イヌイ　ダイスケ

7  24 乾　大輔 関西学院大 9  6.75 (+0.6) 755 6.75(+0.6) | 6.57(-0.9) | 6.63(-0.1)
ナカトミ　タカヒデ

8  30 中臣　貴英 国際武道大 10  6.67 ( 0.0) 736 6.58(-0.2) | 6.53(-1.5) | 6.67( 0.0)
タケモト　タイカン

9  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 2  6.65 (+0.2) 732 6.53(+0.3) | 6.53(+1.2) | 6.65(+0.2)
イサ　ヨシノリ

10  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 1  6.37 (+1.8) 668 6.37(+1.8) | 6.32(+1.3) | 6.17(+0.3)
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 4 DNS (-)

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
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w (wind assist) : 追風参考

男子 十種競技 走幅跳 17/6/10 11:10 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ

1  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  14.44 755 14.44 | 14.15 | 13.32
カタヤマ　カズヤ

2  21 片山　和也 中京大 6  13.25 682 12.55 | 13.05 | 13.25
ムラナカ　トモヒコ

3  32 村中　智彦 順天堂大 9  13.01 668 11.93 | 11.88 | 13.01
オトベ　タクミ

4  20 音部　拓仁 富士通 3  12.32 626 11.79 | 12.32 | 11.68
ニマイダ　イッペイ

5  16 二枚田　一平 Team綺羅星 2  12.25 622 12.05 | 11.77 | 12.25
シミズ　ツヨシ

6  15 清水　剛士 NTN 1  12.22 620 11.68 | 12.22 | ×
イサ　ヨシノリ

7  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10  12.03 608 10.59 | 11.71 | 12.03
ナカムラ　アキヒコ

8  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  11.44 572 11.13 | 10.97 | 11.44
イヌイ　ハヤト

9  27 乾　颯人 皇學館大 11  11.30 564 10.81 | 11.30 | ×
ウシロ　ヒロヨシ

10  19 右代　啓欣 国士舘大 8  11.19 557 11.19 | × | 11.07
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 4 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

イヌイ　ダイスケ

1  24 乾　大輔 関西学院大 10  11.86 598 10.86 | 11.51 | 11.86
カワサキ　カズヤ

2  13 川崎　和也 TeamAccel 4  11.30 564 10.86 | × | 11.30
タウエ　シュン

3  28 田上　駿 順天堂大 6  11.29 563 11.01 | 10.57 | 11.29
クリハラ　アキマサ

4  26 栗原　彰理 東京陸協 7  11.24 560 11.24 | 11.04 | ×
カシワグラ　アスカ

5  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 2  11.08 551 10.53 | × | 11.08
タケモト　タイカン

6  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 8  11.00 546 10.08 | 10.84 | 11.00
モリモト　キミト

7  14 森本　公人 大阪教育大 3  10.96 543 × | 10.96 | 10.29
ナカトミ　タカヒデ

8  30 中臣　貴英 国際武道大 9  10.78 533 10.46 | 10.70 | 10.78
サカモト　トシキ

9  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 11  10.41 510 10.41 | 10.00 | 10.39
オグラ　ノゾム

10  23 小倉　希望 筑波大 1  8.81 414 8.18 | 8.81 | 8.79
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 5 DNS

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/10

DNS (Did Not Start) : 欠場

男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#)
17/6/10 13:40 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 上原羊二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.75| 1.80| 1.85| 1.90| 1.93| 1.96| 1.99| 2.02

クリハラ　アキマサ

1  26 栗原　彰理 東京陸協 1  1.99 794 -    |o    |o    |o    |xxo  |o    |o    |xxx  
カワサキ　カズヤ

2  13 川崎　和也 TeamAccel 11  1.99 794 -    |-    |-    |o    |xo   |xxo  |xxo  |xxx  
オグラ　ノゾム

3  23 小倉　希望 筑波大 9  1.96 767 -    |-    |o    |xo   |xo   |xo   |xxx  
ウシロ　ケイスケ

4  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 10  1.93 740 -    |-    |o    |o    |xxo  |xxx  
ナカムラ　アキヒコ

5  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 8  1.90 714 -    |-    |o    |o    |xxx  
ウシロ　ヒロヨシ

6  19 右代　啓欣 国士舘大 3  1.90 714 -    |o    |xo   |o    |xxx  
ムラナカ　トモヒコ

7  32 村中　智彦 順天堂大 6  1.90 714 -    |o    |o    |xo   |xxx  
ニマイダ　イッペイ

8  16 二枚田　一平 Team綺羅星 7  1.90 714 -    |-    |o    |xxo  |xxx  
シミズ　ツヨシ

9  15 清水　剛士 NTN 4  1.85 670 -    |o    |xo   |xxx  
ナカトミ　タカヒデ

10  30 中臣　貴英 国際武道大 2  1.80 627 o    |xxo  |r    
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 5 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.90| 1.93| 1.96| 1.99

イヌイ　ダイスケ

1  24 乾　大輔 関西学院大 4  1.96 767 -    |-    |o    |o    |xo   |xo   |o    |xxo  |xxx  
タウエ　シュン

2  28 田上　駿 順天堂大 9  1.93 740 -    |-    |-    |o    |xo   |xo   |xxo  |xxx  
オトベ　タクミ

3  20 音部　拓仁 富士通 3  1.90 714 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xxx  
カシワグラ　アスカ

4  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 5  1.85 670 -    |-    |o    |xo   |xxo  |xxx  
サカモト　トシキ

4  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  1.85 670 -    |-    |-    |o    |xo   |xxx  
イヌイ　ハヤト

6  27 乾　颯人 皇學館大 2  1.80 627 -    |-    |-    |o    |xxx  
カタヤマ　カズヤ

6  21 片山　和也 中京大 7  1.80 627 -    |-    |o    |o    |xxx  
タケモト　タイカン

6  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 8  1.80 627 -    |-    |o    |xxo  |xxx  
モリモト　キミト

6  14 森本　公人 大阪教育大 11  1.80 627 -    |-    |-    |xo   |xxx  
イサ　ヨシノリ

10  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 1  1.75 585 o    |o    |o    |xxx  
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 10 DNS

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
ｒ : 試技放棄

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/10

DNS (Did Not Start) : 欠場

男子 十種競技 走高跳 17/6/10 15:10 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 鈴木文雄／内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

カタヤマ　カズヤ

1  21 片山　和也 中京大 8  50.08 811
オトベ　タクミ

2  20 音部　拓仁 富士通 7  50.40 796
クリハラ　アキマサ

3  26 栗原　彰理 東京陸協 5  50.60 787
オグラ　ノゾム

4  23 小倉　希望 筑波大 9  51.03 768
タケモト　タイカン

5  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 6  52.06 722
イサ　ヨシノリ

6  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 3  52.17 717
ウシロ　ケイスケ

7  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 4  52.27 713
ムラナカ　トモヒコ

8  32 村中　智彦 順天堂大 2  52.56 700

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ニマイダ　イッペイ

1  16 二枚田　一平 Team綺羅星 7  49.59 834
タウエ　シュン

2  28 田上　駿 順天堂大 5  49.73 827
サカモト　トシキ

3  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  49.92 818
シミズ　ツヨシ

4  15 清水　剛士 NTN 3  50.02 814
ナカトミ　タカヒデ

5  30 中臣　貴英 国際武道大 8  50.89 774
ウシロ　ヒロヨシ

6  19 右代　啓欣 国士舘大 2  51.26 757
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 4 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ナカムラ　アキヒコ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 4  48.59 881
モリモト　キミト

2  14 森本　公人 大阪教育大 6  49.31 847
カワサキ　カズヤ

3  13 川崎　和也 TeamAccel 3  49.77 825
イヌイ　ダイスケ

4  24 乾　大輔 関西学院大 8  50.19 806
カシワグラ　アスカ

5  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 2  51.02 768
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 5 DNS
イヌイ　ハヤト

-  27 乾　颯人 皇學館大 7 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/10

DNS (Did Not Start) : 欠場

男子 十種競技 400m 17/6/10 18:00 ( 3組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ

1  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 4  14.93 858
オトベ　タクミ

2  20 音部　拓仁 富士通 6  15.04 845
シミズ　ツヨシ

3  15 清水　剛士 NTN 5  15.04 845
ムラナカ　トモヒコ

4  32 村中　智彦 順天堂大 8  15.31 812
カタヤマ　カズヤ

5  21 片山　和也 中京大 7  15.33 810
カワサキ　カズヤ

6  13 川崎　和也 TeamAccel 2  15.65 773
イサ　ヨシノリ

7  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 1  15.83 752
タケモト　タイカン

8  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 3  16.17 714

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

クリハラ　アキマサ

1  26 栗原　彰理 東京陸協 3  14.95 856
サカモト　トシキ

1  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  14.95 856
モリモト　キミト

3  14 森本　公人 大阪教育大 4  15.28 816
オグラ　ノゾム

4  23 小倉　希望 筑波大 8  15.28 816
ナカトミ　タカヒデ

5  30 中臣　貴英 国際武道大 5  15.30 814
イヌイ　ハヤト

-  27 乾　颯人 皇學館大 2 DNS
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 7 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

タウエ　シュン

1  28 田上　駿 順天堂大 6  14.09 963
ナカムラ　アキヒコ

2  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  14.10 962
イヌイ　ダイスケ

3  24 乾　大輔 関西学院大 4  14.51 910
ニマイダ　イッペイ

4  16 二枚田　一平 Team綺羅星 7  14.56 903
ウシロ　ヒロヨシ

5  19 右代　啓欣 国士舘大 3  14.59 900
カシワグラ　アスカ

6  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 8  14.68 889
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 2 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/11

DNS (Did Not Start) : 欠場

風速 (+0.5 m/s)

風速 (-0.7 m/s)

男子 十種競技 110mH 17/6/11 10:00 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.6 m/s)

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
ウシロ　ケイスケ

1  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 10  46.57 799 35.46 | 46.57 | 45.65
モリモト　キミト

2  14 森本　公人 大阪教育大 9  42.05 706 40.27 | 42.05 | 39.83
カタヤマ　カズヤ

3  21 片山　和也 中京大 7  41.89 703 × | 41.89 | ×
カワサキ　カズヤ

4  13 川崎　和也 TeamAccel 5  38.35 631 38.35 | 31.47 | 38.34
ウシロ　ヒロヨシ

5  19 右代　啓欣 国士舘大 2  38.31 630 37.62 | 38.18 | 38.31
シミズ　ツヨシ

6  15 清水　剛士 NTN 6  36.86 601 35.76 | 36.51 | 36.86
イサ　ヨシノリ

7  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 19  36.62 596 36.62 | 35.44 | 36.53
ナカムラ　アキヒコ

8  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 12  36.23 588 36.17 | 36.23 | ×
ニマイダ　イッペイ

9  16 二枚田　一平 Team綺羅星 3  36.02 584 31.62 | 35.16 | 36.02
ムラナカ　トモヒコ

10  32 村中　智彦 順天堂大 18  35.54 575 35.54 | 34.71 | 35.41
オトベ　タクミ

11  20 音部　拓仁 富士通 8  35.52 574 34.24 | × | 35.52
サカモト　トシキ

12  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 14  34.19 547 × | 34.19 | ×
ナカトミ　タカヒデ

13  30 中臣　貴英 国際武道大 1  33.27 529 31.52 | 32.19 | 33.27
イヌイ　ダイスケ

14  24 乾　大輔 関西学院大 16  31.68 498 31.68 | × | 29.17
クリハラ　アキマサ

15  26 栗原　彰理 東京陸協 15  31.43 493 30.30 | 31.43 | 30.99
カシワグラ　アスカ

16  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 17  31.14 487 × | 29.69 | 31.14
タウエ　シュン

17  28 田上　駿 順天堂大 13  30.95 483 29.05 | 30.95 | ×
タケモト　タイカン

18  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 22  30.17 468 23.99 | 27.03 | 30.17
オグラ　ノゾム

19  23 小倉　希望 筑波大 21  29.17 448 29.17 | 28.69 | ×
イヌイ　ハヤト

-  27 乾　颯人 皇學館大 4 DNS
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 11 DNS
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 20 DNS

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 上原羊二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 円盤投2.0k 17/6/11 11:15  

《 決勝 》

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/11

DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  4.00| 4.10| 4.20| 4.30| 4.40| 4.50| 4.60| 4.70| 4.80| 4.90| 5.00

ナカムラ　アキヒコ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 10  4.90 880 -    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ウシロ　ケイスケ

2  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 11  4.80 849 -    |-    |-    |-    |-    |o    |o    |xxo  |o    |xxx  
カタヤマ　カズヤ

3  21 片山　和也 中京大 2  4.70 819 -    |-    |xo   |o    |xxo  |xxo  |o    |o    |xxx  
シミズ　ツヨシ

4  15 清水　剛士 NTN 5  4.60 790 -    |-    |-    |-    |o    |xo   |o    |xxx  
オトベ　タクミ

5  20 音部　拓仁 富士通 9  4.60 790 -    |-    |-    |-    |xo   |-    |xo   |xxx  
クリハラ　アキマサ

6  26 栗原　彰理 東京陸協 3  4.50 760 -    |-    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
ウシロ　ヒロヨシ

7  19 右代　啓欣 国士舘大 4  4.40 731 o    |-    |o    |-    |o    |xxx  
モリモト　キミト

8  14 森本　公人 大阪教育大 8  4.40 731 -    |-    |o    |-    |xo   |xxx  
サカモト　トシキ

9  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  4.20 673 -    |-    |o    |-    |xxx  
カワサキ　カズヤ

-  13 川崎　和也 TeamAccel 7 NM 0 -    |-    |-    |-    |xr   
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 1 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  3.60| 3.80| 4.00| 4.10| 4.20| 4.30| 4.40| 4.50| 4.60

ニマイダ　イッペイ

1  16 二枚田　一平 Team綺羅星 10  4.50 760 -    |o    |o    |o    |-    |o    |xo   |o    |xxx  
オグラ　ノゾム

2  23 小倉　希望 筑波大 8  4.40 731 -    |-    |o    |-    |o    |-    |o    |xxx  
ナカトミ　タカヒデ

3  30 中臣　貴英 国際武道大 5  4.30 702 -    |xo   |o    |o    |xo   |o    |xxx  
ムラナカ　トモヒコ

4  32 村中　智彦 順天堂大 4  4.30 702 -    |-    |xo   |-    |xo   |xxo  |xxx  
イサ　ヨシノリ

5  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 6  4.20 673 -    |o    |xxo  |xo   |o    |xxx  
タウエ　シュン

6  28 田上　駿 順天堂大 2  4.20 673 xo   |o    |xo   |xxo  |o    |xxx  
イヌイ　ダイスケ

7  24 乾　大輔 関西学院大 3  4.00 617 o    |o    |o    |xxx  
カシワグラ　アスカ

7  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 9  4.00 617 -    |-    |o    |-    |xxx  
タケモト　タイカン

7  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 11  4.00 617 -    |-    |o    |-    |xxx  
イヌイ　ハヤト

-  27 乾　颯人 皇學館大 1 DNS
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 7 DNS

ｒ : 試技放棄
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NM (No Marks) : 記録無し
DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効

男子 十種競技 棒高跳 17/6/11 14:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 鈴木文雄／内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

サカモト　トシキ

1  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6  61.95 767 55.86 | × | 61.95
モリモト　キミト

2  14 森本　公人 大阪教育大 14  60.59 747 60.59 | × | ×
イヌイ　ダイスケ

3  24 乾　大輔 関西学院大 5  52.08 619 49.32 | 52.08 | 51.15
クリハラ　アキマサ

4  26 栗原　彰理 東京陸協 1  50.12 590 50.12 | 47.76 | 49.96
ウシロ　ヒロヨシ

5  19 右代　啓欣 国士舘大 3  49.37 579 47.87 | 44.93 | 49.37
タケモト　タイカン

6  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 4  48.09 560 47.21 | 43.23 | 48.09
カシワグラ　アスカ

7  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 2  47.39 550 47.32 | 46.12 | 47.39

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ

1  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  68.74 870 68.74 | 64.51 | 67.47
カタヤマ　カズヤ

2  21 片山　和也 中京大 2  61.14 755 59.04 | 58.70 | 61.14
イサ　ヨシノリ

3  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 12  59.87 736 56.09 | 58.13 | 59.87
シミズ　ツヨシ

4  15 清水　剛士 NTN 3  55.07 664 48.11 | 55.07 | 53.99
タウエ　シュン

5  28 田上　駿 順天堂大 9  52.65 628 52.15 | 52.65 | 48.23
ナカムラ　アキヒコ

6  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  52.10 620 48.84 | 47.92 | 52.10
オトベ　タクミ

7  20 音部　拓仁 富士通 5  51.36 609 51.36 | 50.87 | 48.17
ムラナカ　トモヒコ

8  32 村中　智彦 順天堂大 10  51.10 605 51.10 | 47.30 | 50.39
オグラ　ノゾム

9  23 小倉　希望 筑波大 14  49.31 578 × | 49.31 | 49.03
ナカトミ　タカヒデ

10  30 中臣　貴英 国際武道大 11  48.43 565 46.12 | 43.99 | 48.43
ニマイダ　イッペイ

11  16 二枚田　一平 Team綺羅星 15  41.88 469 40.57 | 41.88 | 41.59
シオザキ　スグル

-  17 潮﨑　傑 日本大 1 DNS
カワサキ　カズヤ

-  13 川崎　和也 TeamAccel 4 DNS
イヌイ　ハヤト

-  27 乾　颯人 皇學館大 8 DNS
オクダ　ケイスケ

-  29 奥田　啓祐 東海大 13 DNS

× : 無効試技
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DNS (Did Not Start) : 欠場

男子 十種競技 やり投800g 17/6/11 16:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 上原羊二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
ナカムラ　アキヒコ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 2  4:22.57 794
シミズ　ツヨシ

2  15 清水　剛士 NTN 5  4:24.07 784
タウエ　シュン

3  28 田上　駿 順天堂大 7  4:25.25 776
ナカトミ　タカヒデ

4  30 中臣　貴英 国際武道大 16  4:30.90 739
イサ　ヨシノリ

5  31 伊佐　嘉矩 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 15  4:31.23 737
クリハラ　アキマサ

6  26 栗原　彰理 東京陸協 9  4:38.33 691
カシワグラ　アスカ

7  18 柏倉　飛鳥 TeamAccel 17  4:41.44 671
オグラ　ノゾム

8  23 小倉　希望 筑波大 14  4:42.74 663
モリモト　キミト

9  14 森本　公人 大阪教育大 4  4:47.17 636
ウシロ　ケイスケ

10  12 右代　啓祐 ｽｽﾞｷ浜松AC 1  4:48.48 628
カタヤマ　カズヤ

11  21 片山　和也 中京大 3  4:51.42 610
イヌイ　ダイスケ

12  24 乾　大輔 関西学院大 12  4:53.34 599
ウシロ　ヒロヨシ

13  19 右代　啓欣 国士舘大 10  4:56.18 582
オトベ　タクミ

14  20 音部　拓仁 富士通 6  5:00.14 559
タケモト　タイカン

15  25 武本　泰漢 ｱﾙﾌﾟﾛﾝAC 18  5:00.52 557
ムラナカ　トモヒコ

16  32 村中　智彦 順天堂大 13  5:01.49 551
ニマイダ　イッペイ

17  16 二枚田　一平 Team綺羅星 8  5:02.41 546
サカモト　トシキ

18  22 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 11  5:02.94 543

リザルトリスト

第101回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500321] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 1500m 17/6/11 18:20  

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2017/06/11


