
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)

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

男女 種目 予・決

主 催

共 催

後 援

主 管

特 別 協 賛

協 賛

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

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)

9:30 晴 南南西 1.5 21.9 58.0 9:00 晴 北東

(%) (m/s) (℃)

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

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

13:00 曇 東 2.5 25.1 36.0 13:00 晴 北北東 3.5 22.3 47.0

14:00 曇 南東 1.5 23.0 49.0

15:00 雨 東北東 1.7 22.0 61.0 15:00 晴 北北東

52.0 14:00 晴 北 3.7 21.3

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

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



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
マルヤマ　ユウマ  10.91 (+1.1)  7.30 ( 0.0)  13.92  1.97  50.18  13.64 (+1.3)  40.38  4.10  56.98  4:39.06

丸山　優真 881 [881] 886 [1767] 723 [2490] 776 [3266] 806 [4072] 1022 [5094] 672 [5766] 645 [6411] 693 [7104] 686 [7790]
コウハ　ウィルソンタカシ  11.18 (+1.1)  6.86 (+1.4)  11.72  1.97  50.23  14.22 (+1.3)  27.17  3.40  49.92  4:38.64

甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 821 [821] 781 [1602] 589 [2191] 776 [2967] 804 [3771] 946 [4717] 409 [5126] 457 [5583] 587 [6170] 689 [6859]
ショウジ　カズマ  11.34 (+1.9)  6.65 (-0.7)  13.08  1.80  51.19  14.60 (+1.3)  34.35  3.60  46.76  4:46.11

庄司　一眞 786 [786] 732 [1518] 672 [2190] 627 [2817] 761 [3578] 899 [4477] 551 [5028] 509 [5537] 541 [6078] 642 [6720]
タナカ　レント  11.66 (+1.1)  6.62 (-0.3)  11.87  1.97  52.73  14.44 (+1.3)  30.38  2.80  46.12  4:33.23

田中　廉人 719 [719] 725 [1444] 599 [2043] 776 [2819] 693 [3512] 918 [4430] 472 [4902] 309 [5211] 531 [5742] 724 [6466]
シバタ　ヒトトキ  11.03 (+1.9)  6.51 (-0.9)  9.89  1.85  51.37  15.01 (+1.3)  26.15  3.80  44.89  4:46.88

柴田　一瞬 854 [854] 700 [1554] 479 [2033] 670 [2703] 753 [3456] 848 [4304] 389 [4693] 562 [5255] 513 [5768] 638 [6406]
オギハラ　イブキ  11.21 (+1.9)  6.43 ( 0.0)  11.72  1.80  52.54  14.81 (+1.3)  28.77  3.20  44.97  4:45.18

荻原　勇吹 814 [814] 682 [1496] 589 [2085] 627 [2712] 701 [3413] 873 [4286] 440 [4726] 406 [5132] 515 [5647] 648 [6295]
モリグチ　リョウヤ  11.24 (+1.1)  6.51 (-0.6)  12.06  1.70  51.20  14.42 (+1.3)  28.42  3.00  50.96  5:02.17

森口　諒也 808 [808] 700 [1508] 610 [2118] 544 [2662] 760 [3422] 921 [4343] 433 [4776] 357 [5133] 603 [5736] 547 [6283]
イバヤシ　ソラ  11.14 (+1.1)  6.73 (+0.6)  11.13  1.75  52.13  16.32 (+0.1)  29.20  3.60  48.05  5:02.21

居林　空 830 [830] 750 [1580] 554 [2134] 585 [2719] 719 [3438] 697 [4135] 449 [4584] 509 [5093] 560 [5653] 547 [6200]
ヒロノ　ショウタ  11.21 (+1.1)  5.80 (-0.6)  13.98  1.70  52.53  15.45 (+1.3)  38.82  2.80  40.45  4:44.08

広野　翔大 関西学院大 814 [814] 544 [1358] 727 [2085] 544 [2629] 702 [3331] 796 [4127] 641 [4768] 309 [5077] 449 [5526] 655 [6181]
テラダ　コウダイ  11.61 (+1.9)  6.20 (+0.4)  10.84  1.75  53.27  16.09 (+0.1)  32.40  3.90  44.77  4:42.67

寺田　昂大 730 [730] 630 [1360] 536 [1896] 585 [2481] 670 [3151] 723 [3874] 512 [4386] 590 [4976] 512 [5488] 664 [6152]
オグラ　ケンゴ  11.19 (+1.9)  6.85 (+1.8)  9.71  1.70  55.53  15.38 (+0.1)  25.27  3.90  48.92  5:01.84

小倉　健吾 819 [819] 778 [1597] 468 [2065] 544 [2609] 578 [3187] 804 [3991] 372 [4363] 590 [4953] 573 [5526] 549 [6075]
スズキ　タクマル  11.29 (+1.9)  5.87 ( 0.0)  11.30  1.80  53.74  15.41 (+0.1)  26.31  3.90  42.14  5:16.55

鈴木　琢丸 797 [797] 559 [1356] 564 [1920] 627 [2547] 650 [3197] 801 [3998] 392 [4390] 590 [4980] 473 [5453] 468 [5921]
タニフジ　カツキ  11.75 (+1.9)  6.42 (+0.1)  11.85  1.75  54.37  15.48 (+1.3)  29.82  2.80  41.78  4:52.35

谷藤　克樹 701 [701] 679 [1380] 597 [1977] 585 [2562] 624 [3186] 792 [3978] 461 [4439] 309 [4748] 468 [5216] 605 [5821]
ムーアアレクサンダー　カイ  11.22 (+1.1)  6.27 (-0.6)  8.40  1.85  51.33  15.57 (+0.1)  24.24  3.00  36.45  4:45.09

ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 812 [812] 646 [1458] 390 [1848] 670 [2518] 754 [3272] 782 [4054] 352 [4406] 357 [4763] 391 [5154] 649 [5803]
スズキ　ショウタ  11.72 (+1.9)  5.85 (+0.5)  10.69  1.80  53.81  15.37 (+0.1)  31.69  3.20 DNS

鈴木　翔太 707 [707] 554 [1261] 527 [1788] 627 [2415] 647 [3062] 805 [3867] 498 [4365] 406 [4771] - [-] 　　　　[　　　　]
フクシマ　リュウジ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

福島　龍二 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]
フクナガ　リョウタ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

福永　凌太 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]
ヤマウラ　カント DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

山浦　貫人 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]
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-

10  60 国際武道大 - - -

NJR (National U20 Records)  : U20日本記録

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場

12  62 国際武道大 3062 15

7  57 中京大 - -

6  56

-

13

 5803 14

中京大 - - -

18  68 日本大 3186 13 2635 [13]  5821

17  67 東京学芸大 3272 10 2531 [14]

11  61 千葉商科大 3197 11 2724 [12]  5921 12

14  64 近大高専 3187 12 2888 [7]  6075 11

3  53 3331 9 2850 [10]  6181 9

4  54 日本大 3151 14 3001 [4]  6152 10

8  58 国際武道大 3438 6 2762 [11]  6200 8

9  59 東海大 3422 7 2861 [9]  6283 7

13  63 中京大 3413 8 2882 [8]  6295 6

5  55 順天堂大 3456 5 2950 [6]  6406 5

15  65 日本体育大 3512 4 2954 [5]  6466 4

2  52 国際武道大 3578 3 3142 [2]  6720 3

16  66 日本大 3771 2 3088 [3]  6859 2

種目 U20 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33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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  51 日本大 4072 1 3718 [1]  7790 1 NJR



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

シバタ　ヒトトキ

1  55 柴田　一瞬 順天堂大 5  11.03 854
オグラ　ケンゴ

2  64 小倉　健吾 近大高専 6  11.19 819
オギハラ　イブキ

3  63 荻原　勇吹 中京大 7  11.21 814
スズキ　タクマル

4  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 8  11.29 797
ショウジ　カズマ

5  52 庄司　一眞 国際武道大 3  11.34 786
テラダ　コウダイ

6  54 寺田　昂大 日本大 2  11.61 730
スズキ　ショウタ

7  62 鈴木　翔太 国際武道大 9  11.72 707
タニフジ　カツキ

8  68 谷藤　克樹 日本大 4  11.75 701
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 1 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 4  10.91 881
イバヤシ　ソラ

2  58 居林　空 国際武道大 7  11.14 830
コウハ　ウィルソンタカシ

3  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 2  11.18 821
ヒロノ　ショウタ

4  53 広野　翔大 関西学院大 3  11.21 814
ムーアアレクサンダー　カイ

5  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 6  11.22 812
モリグチ　リョウヤ

6  59 森口　諒也 東海大 1  11.24 808
タナカ　レント

7  65 田中　廉人 日本体育大 9  11.66 719
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 5 DNS
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 8 DNS

青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 100m 17/6/10 09:40 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322]

《 決勝 》

風速 (+1.9 m/s)

風速 (+1.1 m/s)
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DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考
マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 5  7.30 ( 0.0) 886 7.02(+0.3) | 7.01(+0.5) | 7.30( 0.0)
コウハ　ウィルソンタカシ

2  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 16  6.86 (+1.4) 781 6.86(+1.4) | ×( - ) | 6.66(-0.7)
オグラ　ケンゴ

3  64 小倉　健吾 近大高専 11  6.85 (+1.8) 778 6.85(+1.8) | 6.54(+1.1) | 6.66(-0.3)
イバヤシ　ソラ

4  58 居林　空 国際武道大 10  6.73 (+0.6) 750 ×( - ) | 6.73(+0.6) | 4.08(-0.6)
ショウジ　カズマ

5  52 庄司　一眞 国際武道大 13  6.65 (-0.7) 732 ×( - ) | 6.54(+1.2) | 6.65(-0.7)
タナカ　レント

6  65 田中　廉人 日本体育大 12  6.62 (-0.3) 725 ×( - ) | ×( - ) | 6.62(-0.3)
モリグチ　リョウヤ

7  59 森口　諒也 東海大 7  6.51 (-0.6) 700 6.51(-0.6) | ×( - ) | 6.48(-0.1)
シバタ　ヒトトキ

8  55 柴田　一瞬 順天堂大 9  6.51 (-0.9) 700 6.21(+1.8) | 6.03(+1.2) | 6.51(-0.9)
オギハラ　イブキ

9  63 荻原　勇吹 中京大 2  6.43 ( 0.0) 682 6.18(+0.1) | 6.43( 0.0) | ×( - )
タニフジ　カツキ

10  68 谷藤　克樹 日本大 3  6.42 (+0.1) 679 6.19(+0.6) | 6.42(+0.1) | 6.27(+0.1)
ムーアアレクサンダー　カイ

11  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 8  6.27 (-0.6) 646 ×( - ) | 6.23(+0.7) | 6.27(-0.6)
テラダ　コウダイ

12  54 寺田　昂大 日本大 1  6.20 (+0.4) 630 6.19( 0.0) | 6.20(+0.4) | 6.12(+1.0)
スズキ　タクマル

13  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 6  5.87 ( 0.0) 559 5.87( 0.0) | 5.68(-0.6) | 5.86(-0.3)
スズキ　ショウタ

14  62 鈴木　翔太 国際武道大 4  5.85 (+0.5) 554 ×( - ) | 5.77(-0.1) | 5.85(+0.5)
ヒロノ　ショウタ

15  53 広野　翔大 関西学院大 18  5.80 (-0.6) 544 5.71(+0.1) | 5.80(-0.6) | 5.77(+0.2)
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 14 DNS (-)
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 15 DNS (-)
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 17 DNS (-)

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

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

U20 男子 十種競技 走幅跳 17/6/10 10:30  

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 鈴木文雄
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

ヒロノ　ショウタ

1  53 広野　翔大 関西学院大 5  13.98 727 13.48 | 13.98 | 13.84
マルヤマ　ユウマ

2  51 丸山　優真 日本大 4  13.92 723 12.62 | 13.74 | 13.92
ショウジ　カズマ

3  52 庄司　一眞 国際武道大 7  13.08 672 12.32 | 13.08 | 13.04
タナカ　レント

4  65 田中　廉人 日本体育大 3  11.87 599 11.87 | 11.80 | 11.16
タニフジ　カツキ

5  68 谷藤　克樹 日本大 8  11.85 597 11.60 | 10.95 | 11.85
オギハラ　イブキ

6  63 荻原　勇吹 中京大 9  11.72 589 10.95 | 11.72 | 11.61
コウハ　ウィルソンタカシ

7  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 6  11.72 589 11.72 | 11.42 | 11.46
イバヤシ　ソラ

8  58 居林　空 国際武道大 1  11.13 554 10.75 | 11.13 | 10.39
テラダ　コウダイ

9  54 寺田　昂大 日本大 2  10.84 536 10.81 | 10.84 | 10.23

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

モリグチ　リョウヤ

1  59 森口　諒也 東海大 6  12.06 610 11.11 | 12.00 | 12.06
スズキ　タクマル

2  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 5  11.30 564 11.30 | 11.27 | 11.10
スズキ　ショウタ

3  62 鈴木　翔太 国際武道大 4  10.69 527 10.22 | 10.31 | 10.69
シバタ　ヒトトキ

4  55 柴田　一瞬 順天堂大 8  9.89 479 × | × | 9.89
オグラ　ケンゴ

5  64 小倉　健吾 近大高専 1  9.71 468 9.71 | × | 9.26
ムーアアレクサンダー　カイ

6  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 7  8.40 390 8.40 | 8.09 | 8.28
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 2 DNS
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 3 DNS
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 9 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
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U20 男子 十種競技 砲丸投6k 17/6/10 12:15 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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  1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.88| 1.91| 1.94| 1.97| 2.00

コウハ　ウィルソンタカシ

1  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 9  1.97 776 -    |-    |-    |o    |o    |o    |o    |o    |xxx  
マルヤマ　ユウマ

2  51 丸山　優真 日本大 1  1.97 776 -    |o    |o    |o    |xo   |o    |xo   |o    |xxx  
タナカ　レント

3  65 田中　廉人 日本体育大 8  1.97 776 -    |o    |o    |o    |xo   |xo   |xo   |xxo  |xxx  
シバタ　ヒトトキ

4  55 柴田　一瞬 順天堂大 4  1.85 670 -    |-    |xo   |o    |xxx  
ムーアアレクサンダー　カイ

5  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 5  1.85 670 -    |o    |o    |xxo  |xxx  
スズキ　タクマル

6  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 2  1.80 627 o    |xo   |xxo  |xxx  
タニフジ　カツキ

7  68 谷藤　克樹 日本大 3  1.75 585 xxo  |o    |xxx  
モリグチ　リョウヤ

8  59 森口　諒也 東海大 6  1.70 544 xxo  |xxx  
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 7 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.60| 1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85

ショウジ　カズマ

1  52 庄司　一眞 国際武道大 9  1.80 627 -    |-    |o    |o    |o    |xxx  
オギハラ　イブキ

2  63 荻原　勇吹 中京大 5  1.80 627 -    |o    |o    |o    |xxo  |xxx  
スズキ　ショウタ

2  62 鈴木　翔太 国際武道大 6  1.80 627 -    |-    |-    |-    |xxo  |xxx  
イバヤシ　ソラ

4  58 居林　空 国際武道大 8  1.75 585 -    |o    |o    |o    |xxx  
テラダ　コウダイ

5  54 寺田　昂大 日本大 4  1.75 585 -    |o    |o    |xxo  |xxx  
ヒロノ　ショウタ

6  53 広野　翔大 関西学院大 3  1.70 544 o    |o    |xxo  |xxx  
オグラ　ケンゴ

7  64 小倉　健吾 近大高専 2  1.70 544 o    |xo   |xxo  |xxx  
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 1 DNS
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 7 DNS

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

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効

U20 男子 十種競技 走高跳 17/6/10 13:30 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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

ショウジ　カズマ

1  52 庄司　一眞 国際武道大 4  51.19 761
モリグチ　リョウヤ

2  59 森口　諒也 東海大 6  51.20 760
オギハラ　イブキ

3  63 荻原　勇吹 中京大 3  52.54 701
タナカ　レント

4  65 田中　廉人 日本体育大 5  52.73 693
テラダ　コウダイ

5  54 寺田　昂大 日本大 1  53.27 670
スズキ　タクマル

6  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 8  53.74 650
スズキ　ショウタ

7  62 鈴木　翔太 国際武道大 2  53.81 647
タニフジ　カツキ

8  68 谷藤　克樹 日本大 7  54.37 624
オグラ　ケンゴ

9  64 小倉　健吾 近大高専 9  55.53 578

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 7  50.18 806
コウハ　ウィルソンタカシ

2  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 4  50.23 804
ムーアアレクサンダー　カイ

3  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 6  51.33 754
シバタ　ヒトトキ

4  55 柴田　一瞬 順天堂大 9  51.37 753
イバヤシ　ソラ

5  58 居林　空 国際武道大 2  52.13 719
ヒロノ　ショウタ

6  53 広野　翔大 関西学院大 1  52.53 702
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 3 DNS
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 5 DNS
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 8 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
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U20 男子 十種競技 400m 17/6/10 16:55 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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

スズキ　ショウタ

1  62 鈴木　翔太 国際武道大 2  15.37 805
オグラ　ケンゴ

2  64 小倉　健吾 近大高専 5  15.38 804
スズキ　タクマル

3  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 4  15.41 801
ムーアアレクサンダー　カイ

4  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 3  15.57 782
テラダ　コウダイ

5  54 寺田　昂大 日本大 8  16.09 723
イバヤシ　ソラ

6  58 居林　空 国際武道大 9  16.32 697
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 1 DNS
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 6 DNS
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 7 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 6  13.64 1022
コウハ　ウィルソンタカシ

2  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 5  14.22 946
モリグチ　リョウヤ

3  59 森口　諒也 東海大 3  14.42 921
タナカ　レント

4  65 田中　廉人 日本体育大 4  14.44 918
ショウジ　カズマ

5  52 庄司　一眞 国際武道大 7  14.60 899
オギハラ　イブキ

6  63 荻原　勇吹 中京大 2  14.81 873
シバタ　ヒトトキ

7  55 柴田　一瞬 順天堂大 9  15.01 848
ヒロノ　ショウタ

8  53 広野　翔大 関西学院大 1  15.45 796
タニフジ　カツキ

9  68 谷藤　克樹 日本大 8  15.48 792

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

DNS (Did Not Start) : 欠場

風速 (+1.3 m/s)

U20 男子 十種競技 110mH 17/6/11 09:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.1 m/s)

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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
マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 2  40.38 672 37.77 | 40.16 | 40.38
ヒロノ　ショウタ

2  53 広野　翔大 関西学院大 3  38.82 641 36.05 | 34.43 | 38.82
ショウジ　カズマ

3  52 庄司　一眞 国際武道大 4  34.35 551 30.11 | × | 34.35
ヤマウラ　カント

4  60 山浦　貫人 国際武道大 8  15.28 185
テラダ　コウダイ

4  54 寺田　昂大 日本大 17  32.40 512 32.40 | 32.38 | 32.33
スズキ　ショウタ

5  62 鈴木　翔太 国際武道大 18  31.69 498 30.75 | 22.07 | 31.69
タナカ　レント

6  65 田中　廉人 日本体育大 1  30.38 472 30.38 | × | ×
タニフジ　カツキ

7  68 谷藤　克樹 日本大 9  29.82 461 29.82 | 29.69 | 29.29
イバヤシ　ソラ

8  58 居林　空 国際武道大 6  29.20 449 × | × | 29.20
オギハラ　イブキ

9  63 荻原　勇吹 中京大 13  28.77 440 × | 24.20 | 28.77
モリグチ　リョウヤ

10  59 森口　諒也 東海大 16  28.42 433 × | 26.29 | 28.42
コウハ　ウィルソンタカシ

11  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 7  27.17 409 × | 27.17 | ×
スズキ　タクマル

12  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 5  26.31 392 24.73 | 26.31 | 25.72
シバタ　ヒトトキ

13  55 柴田　一瞬 順天堂大 10  26.15 389 × | 26.15 | 24.23
オグラ　ケンゴ

14  64 小倉　健吾 近大高専 14  25.27 372 25.27 | 24.63 | 24.99
ムーアアレクサンダー　カイ

15  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 12  24.24 352 21.54 | 21.93 | 24.24
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 11 DNS
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 15 DNS

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 上原羊二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 円盤投1.75k
17/6/11 09:45  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

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



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  2.80| 3.00| 3.20| 3.40| 3.50| 3.60| 3.70| 3.80| 3.90| 4.00| 4.10| 4.20

マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 8  4.10 645 -    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |-    |o    |o    |xo   |xxx  

テラダ　コウダイ

2  54 寺田　昂大 日本大 7  3.90 590 -    |-    |-    |-    |xxo  |o    |xxo  |xxo  |o    |xxx  
スズキ　タクマル

3  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 6  3.90 590 -    |-    |-    |-    |-    |xo   |xo   |o    |xo   |xxx  
オグラ　ケンゴ

4  64 小倉　健吾 近大高専 9  3.90 590 -    |-    |-    |-    |-    |xo   |o    |xxo  |xo   |xxx  
シバタ　ヒトトキ

5  55 柴田　一瞬 順天堂大 5  3.80 562 -    |-    |-    |o    |-    |o    |-    |o    |xxx  
イバヤシ　ソラ

6  58 居林　空 国際武道大 3  3.60 509 -    |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ショウジ　カズマ

7  52 庄司　一眞 国際武道大 4  3.60 509 -    |-    |-    |xo   |-    |o    |-    |xxx  
ヒロノ　ショウタ

8  53 広野　翔大 関西学院大 1  2.80 309 o    |xxx  
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 2 DNS
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 10 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  2.60| 2.80| 3.00| 3.20| 3.40| 3.50

コウハ　ウィルソンタカシ

1  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 8  3.40 457 -    |xo   |xo   |o    |o    |xxx  
オギハラ　イブキ

2  63 荻原　勇吹 中京大 2  3.20 406 -    |-    |xxo  |o    |xxx  
スズキ　ショウタ

3  62 鈴木　翔太 国際武道大 3  3.20 406 xxo  |o    |xo   |xo   |xxx  
ムーアアレクサンダー　カイ

4  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 6  3.00 357 -    |xo   |xo   |r    
モリグチ　リョウヤ

5  59 森口　諒也 東海大 5  3.00 357 -    |xxo  |xo   |xxx  
タニフジ　カツキ

6  68 谷藤　克樹 日本大 4  2.80 309 -    |o    |xxx  
タナカ　レント

6  65 田中　廉人 日本体育大 7  2.80 309 o    |o    |xxx  
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 1 DNS

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 鈴木文雄
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 棒高跳 17/6/11 11:30 ( 2組 ) 

《 決勝 》

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

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
ｒ : 試技放棄



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
マルヤマ　ユウマ

1  51 丸山　優真 日本大 8  56.98 693 56.98 | 51.32 | 52.42
モリグチ　リョウヤ

2  59 森口　諒也 東海大 9  50.96 603 45.87 | 47.79 | 50.96
コウハ　ウィルソンタカシ

3  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 2  49.92 587 49.10 | 49.92 | 49.07
オグラ　ケンゴ

4  64 小倉　健吾 近大高専 7  48.92 573 48.28 | 48.92 | ×
イバヤシ　ソラ

5  58 居林　空 国際武道大 3  48.05 560 48.05 | 44.81 | 44.85
ショウジ　カズマ

6  52 庄司　一眞 国際武道大 18  46.76 541 46.76 | 40.77 | －
タナカ　レント

7  65 田中　廉人 日本体育大 16  46.12 531 42.81 | 41.49 | 46.12
オギハラ　イブキ

8  63 荻原　勇吹 中京大 15  44.97 515 43.26 | × | 44.97
シバタ　ヒトトキ

9  55 柴田　一瞬 順天堂大 6  44.89 513 38.52 | 44.89 | 42.30
テラダ　コウダイ

10  54 寺田　昂大 日本大 13  44.77 512 44.77 | 39.53 | 40.51
スズキ　タクマル

11  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 14  42.14 473 40.73 | 37.04 | 42.14
タニフジ　カツキ

12  68 谷藤　克樹 日本大 11  41.78 468 41.78 | 40.84 | 38.81
ヒロノ　ショウタ

13  53 広野　翔大 関西学院大 4  40.45 449 × | 40.45 | －
ムーアアレクサンダー　カイ

14  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 17  36.45 391 36.45 | 32.16 | 33.87
フクナガ　リョウタ

-  57 福永　凌太 中京大 1 DNS
スズキ　ショウタ

-  62 鈴木　翔太 国際武道大 5 DNS
フクシマ　リュウジ

-  56 福島　龍二 中京大 10 DNS
ヤマウラ　カント

-  60 山浦　貫人 国際武道大 12 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス

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

U20 男子 十種競技 やり投800g 17/6/11 14:50  

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 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
タナカ　レント

1  65 田中　廉人 日本体育大 5  4:33.23 724
コウハ　ウィルソンタカシ

2  66 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 2  4:38.64 689
マルヤマ　ユウマ

3  51 丸山　優真 日本大 1  4:39.06 686
テラダ　コウダイ

4  54 寺田　昂大 日本大 11  4:42.67 664
ヒロノ　ショウタ

5  53 広野　翔大 関西学院大 9  4:44.08 655
ムーアアレクサンダー　カイ

6  67 ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　海 東京学芸大 14  4:45.09 649
オギハラ　イブキ

7  63 荻原　勇吹 中京大 8  4:45.18 648
ショウジ　カズマ

8  52 庄司　一眞 国際武道大 3  4:46.11 642
シバタ　ヒトトキ

9  55 柴田　一瞬 順天堂大 4  4:46.88 638
タニフジ　カツキ

10  68 谷藤　克樹 日本大 13  4:52.35 605
オグラ　ケンゴ

11  64 小倉　健吾 近大高専 10  5:01.84 549
モリグチ　リョウヤ

12  59 森口　諒也 東海大 6  5:02.17 547
イバヤシ　ソラ

13  58 居林　空 国際武道大 7  5:02.21 547
スズキ　タクマル

14  61 鈴木　琢丸 千葉商科大 12  5:16.55 468

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

U20 男子 十種競技 1500m 17/6/11 16:50  

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生


