
大会コード 18500321

大会コード 18500322

： ２０１８年６月１６日（土）- １７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　信濃毎日新聞社

： 長野県　長野県教育委員会　長野市教育委員会

(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　デンカ株式会社

： 内山 了治

： 鈴木 一弘(十種)　小林 至(七種)

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

なし

■グラウンドコンディション

6月16日(土) 6月17日(日)

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技

兼 ジャカルタ2018アジア競技大会日本代表選手選考競技会

第34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

時刻 天候 風向

主 催

共 催

後 援

主 管

特 別 協 賛

協 賛

風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)

風速 気温 湿度 時刻 天候 風向

(m/s) (℃) (%)

9:15 曇り 北北西 1.5 17.5 52.0

10:00 曇り 北北東 2.5 17.5 61.0 10:00 晴れ 南

65.0 9:00 晴れ 南南西 2.8 20.0

2.5 21.0 49.0

11:00 曇り 北北東 1.9 18.5 57.0 11:00 晴れ 南 2.3 22.0 45.0

12:00 曇り 北北西 2.1 19.0 39.0

13:00 曇り 北 1.5 19.5 54.0 13:00 晴れ 北北東

55.0 12:00 晴れ 南南西 1.0 23.0

1.2 24.0 38.0

14:00 曇り 北 3.5 19.5 55.0 14:00 晴れ 南南西 1.2 25.0 32.0

15:00 曇り 北 3.2 19.5 30.0

16:00 曇り 北 3.5 19.0 55.0 16:00 晴れ 北

55.0 15:00 晴れ 東北東 1.0 26.5

18:00 曇り 北 2.7 18.0

2.4 26.0 40.0

17:00 曇り 北 2.7 18.5 59.0 17:00

45.060.0 18:00 晴れ 南南西 1.6 24.0

曇り 北 1.4 25.0 45.0



Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m １日目得点 １日目順位 走幅跳 やり投 800m ２日目得点 合計得点 順位 備考
YAMASAKI Yuki スズキハママツＡＣ  13.84 (+1.6)  1.62  12.40 w 24.68 (+2.2) w 5.71 (+2.1)  48.56  2:16.03

山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 1001 [1001] 759 [1760] 688 [2448] 916 [3364] 762 [4126] 832 [4958] 878 [5836]
HEMPHILL Meg チュウオウダイ  13.68 (+1.6)  1.68  11.22 w 25.20 (+2.2)  6.16 (+1.6)  42.79  2:20.81

ヘンプヒル　恵 中央大 1024 [1024] 830 [1854] 610 [2464] 869 [3333] 899 [4232] 721 [4953] 813 [5766]
KIRIYAMA Chie ヤマダデンキ  13.71 (+1.6)  1.62  12.07 w 25.27 (+2.2)  5.95 (+0.9)  39.50  2:26.53

桐山　智衣 ヤマダ電機 1020 [1020] 759 [1779] 666 [2445] 862 [3307] 834 [4141] 658 [4799] 737 [5536]
UTSUNOMIYA Eri ハセガワタイイクシセツ  13.80 (+1.6)  1.59  8.98 w 24.71 (+2.2)  5.98 (-0.4)  36.69  2:11.72

宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 1007 [1007] 724 [1731] 463 [2194] 914 [3108] 843 [3951] 604 [4555] 940 [5495]
NISHIMURA Riko ミツビシデンキ  14.65 (+0.4)  1.62  11.88  26.52 (+1.5) w 5.65 (+2.1)  51.58  2:25.67

西村　莉子 三菱電機 888 [888] 759 [1647] 653 [2300] 752 [3052] 744 [3796] 891 [4687] 748 [5435]
ITOU Akiko ツクバダイ  13.89 (+1.6)  1.71  9.68 w 24.87 (+2.2)  5.66 (+1.6)  29.90  2:13.11

伊藤　明子 筑波大 994 [994] 867 [1861] 509 [2370] 899 [3269] 747 [4016] 475 [4491] 920 [5411]
YASUDA Natsuki ヒロシマダイ  14.32 (+0.4)  1.56  11.23 w 25.63 (+2.7)  5.37 (+1.1)  43.48  2:24.28

安田　夏生 広島大 934 [934] 689 [1623] 610 [2233] 830 [3063] 663 [3726] 734 [4460] 766 [5226]
NOUNO Tomomi ワセダダイ  14.14 (+1.6)  1.62  9.98 w 26.40 (+2.7)  5.51 (+2.0)  38.14  2:16.43

南野　智美 早稲田大 959 [959] 759 [1718] 528 [2246] 763 [3009] 703 [3712] 632 [4344] 873 [5217]
SAKEMI Misaki キュウシュウキョウリツダイ  14.30 (+0.4)  1.50  11.73 w 25.30 (+2.7)  5.56 (+0.2)  38.94  2:26.08

酒見　美咲 九州共立大 936 [936] 621 [1557] 643 [2200] 859 [3059] 717 [3776] 647 [4423] 743 [5166]
SHRESTHA Maya ツクバダイ  14.37 (+1.6)  1.68  10.50 w 26.35 (+2.7)  5.22 (+1.2)  38.33  2:24.84

シュレスタ　まや 筑波大 927 [927] 830 [1757] 562 [2319] 767 [3086] 620 [3706] 635 [4341] 759 [5100]
YAMATE Mikuri コクシカンクラブ  13.98 (+1.6)  1.56  10.58  26.28 (+1.5)  5.67 (+2.0)  36.94  2:27.32

山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 981 [981] 689 [1670] 567 [2237] 773 [3010] 750 [3760] 609 [4369] 727 [5096]
OODAMA Karin ニホンタイイクダイ  14.70 (+0.4)  1.59  10.93 w 26.37 (+2.7)  5.74 (+1.9)  41.72  2:33.44

大玉　華鈴 日本体育大 882 [882] 724 [1606] 591 [2197] 765 [2962] 771 [3733] 700 [4433] 650 [5083]
YAMASHITA Sakiko リツメイカンダイ  14.41 (+0.4)  1.56  8.88 w 25.61 (+2.2)  5.46 (+1.2)  32.56  2:18.61

山下　紗稀子 立命館大 921 [921] 689 [1610] 456 [2066] 832 [2898] 688 [3586] 525 [4111] 842 [4953]
HOSODA Mao ニホンタイイクダイ  14.95 (-0.1)  1.50  10.51  26.21 (+1.5)  5.58 (+0.8)  35.73  2:25.45

細田　真央 日本体育大 848 [848] 621 [1469] 563 [2032] 779 [2811] 723 [3534] 586 [4120] 751 [4871]
NAKATA Yuki ニホンホイクサービ  14.74 (+0.4)  1.59  10.26 w 27.26 (+2.7) w 5.25 (+3.0)  41.72  2:30.76

中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 876 [876] 724 [1600] 546 [2146] 690 [2836] 628 [3464] 700 [4164] 683 [4847]
MATSUOKA Eri カンタイヘイヨウダイ  14.56 (+0.4)  1.62  10.11  26.90 (+1.5) w 5.29 (+2.7)  37.93  2:32.86

松岡　絵里 環太平洋大 901 [901] 759 [1660] 537 [2197] 720 [2917] 640 [3557] 628 [4185] 657 [4842]
KAKEI Mako ジョウサイダイ  15.21 (-0.1)  1.45  9.68 w 25.87 (+2.7)  5.23 (-0.6)  41.79  2:20.41

掛井　真子 城西大 814 [814] 566 [1380] 509 [1889] 809 [2698] 623 [3321] 702 [4023] 818 [4841]

種目 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 18/6/16～18/6/17 審判長 小林 至

競技会名 第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 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 （共催）長野市/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 [17] 記録担当審判員

3  13 3364 1 2472 [1]  5836 1

1  11 3333 2 2433 [2]  5766 2

4  14 3307 3 2229 [5]  5536 3

2  12 3108 5 2387 [3]  5495 4

11  21 3052 9 2383 [4]  5435 5

7  17 3269 4 2142 [9]  5411 6

8  18 3063 7 2163 [7]  5226 7

6  16 3009 11 2208 [6] w 5217 8
公認
5208

19  29 3059 8 2107 [11]  5166 9

10  20 3086 6 2014 [17]  5100 10

13  23 3010 10 2086 [12]  5096 11

9  19 2962 13 2121 [10]  5083 12

14  24 2898 15 2055 [15]  4953 13

26  36 2811 17 2060 [14]  4871 14

21  31 2836 16 2011 [18] w 4847 15
公認
4822

12  22 2917 14 1925 [20]  4842 16

24  34 2698 19 2143 [8]  4841 17



Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m １日目得点 １日目順位 走幅跳 やり投 800m ２日目得点 合計得点 順位 備考

種目 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 18/6/16～18/6/17 審判長 小林 至

競技会名 第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 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 （共催）長野市/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 [17] 記録担当審判員

YAMADA Natsuki チュウオウダイ  15.24 (+0.4)  1.45  11.53  26.29 (+1.5)  5.23 (+0.8)  35.33  2:18.76

山田　夏葵 中央大 810 [810] 566 [1376] 630 [2006] 772 [2778] 623 [3401] 578 [3979] 840 [4819]
HASHIMOTO Haruna ツクバダイ  14.62 (+0.4)  1.59  10.33 w 25.85 (+2.7)  5.42 (-0.5)  32.00  2:34.70

橋本　春菜 筑波大 892 [892] 724 [1616] 551 [2167] 810 [2977] 677 [3654] 515 [4169] 635 [4804]
TSUBUKI Airi トウキョウガクゲイダイ  16.03 (-0.1)  1.59  9.47  26.95 (+1.5) w 5.25 (+2.1)  34.75  2:23.07

津吹　アイリ 東京学芸大 711 [711] 724 [1435] 495 [1930] 716 [2646] 628 [3274] 567 [3841] 782 [4623]
YAMADA Sawako ヒガシオオサカダイ  15.47 (-0.1)  1.40  10.19  27.00 (+1.5)  5.19 (+1.8)  44.44  2:29.71

山田　紗和子 東大阪大 781 [781] 512 [1293] 542 [1835] 712 [2547] 612 [3159] 753 [3912] 697 [4609]
TASHIRO Narumi カンタイヘイヨウダイ  15.34 (-0.1)  1.50  9.91  26.53 (+1.5) DNS DNS

田代　なる実 環太平洋大 797 [797] 621 [1418] 524 [1942] 751 [2693] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

TAKAHASHI Konoka トウキョウガクゲイダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS

高橋　このか 東京学芸大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

OKUMURA Ayane トウキョウガクゲイダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS

奥村　彩音 東京学芸大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

KURIHARA Risa ニホンダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS

栗原　理沙 日本大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

UENO Azusa ツクバダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS

上野　梓 筑波大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

22  32 2778 18 2041 [16]  4819 18

25  35 2977 12 1827 [21]  4804 19

18  28 2646 21 1977 [19]  4623 20

23  33 2547 22 2062 [13]  4609 21

20  30 2693 20 - DNF

5  15 - - - DNS

15  25 - - - DNS

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場
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- DNS

17  27 - - - DNS

16  26 - -

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権



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

ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

1  36 細田　真央 日本体育大 1  14.95 848
カケイ　マコ ジョウサイダイ

2  34 掛井　真子 城西大 5  15.21 814
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

3  30 田代　なる実 環太平洋大 2  15.34 797
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

4  33 山田　紗和子 東大阪大 9  15.47 781
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

5  28 津吹　アイリ 東京学芸大 7  16.03 711
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 3 DNS
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 4 DNS
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 6 DNS
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 8 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

1  29 酒見　美咲 九州共立大 2  14.30 936
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

2  18 安田　夏生 広島大 4  14.32 934
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

3  24 山下　紗稀子 立命館大 3  14.41 921
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

4  22 松岡　絵里 環太平洋大 7  14.56 901
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

5  35 橋本　春菜 筑波大 6  14.62 892
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

6  21 西村　莉子 三菱電機 9  14.65 888
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

7  19 大玉　華鈴 日本体育大 1  14.70 882
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

8  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 5  14.74 876
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

9  32 山田　夏葵 中央大 8  15.24 810

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 4  13.68 1024
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

2  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 6  13.71 1020
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

3  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5  13.80 1007
ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

4  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 8  13.84 1001
イトウ　アキコ ツクバダイ

5  17 伊藤　明子 筑波大 9  13.89 994
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

6  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 7  13.98 981
ノウノ　トモミ ワセダダイ

7  16 南野　智美 早稲田大 3  14.14 959
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

8  20 シュレスタ　まや 筑波大 2  14.37 927

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 小林 至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

女子 七種競技 100mH 18/6/16 10:30 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (-0.1 m/s)

風速 (+0.4 m/s)

風速 (+1.6 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/16



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  1.45| 1.50| 1.53| 1.56| 1.59| 1.62| 1.65| 1.68| 1.71| 1.74

イトウ　アキコ ツクバダイ

1  17 伊藤　明子 筑波大 3  1.71 867 -    |-    |-    |o    |-    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

2  11 ヘンプヒル　恵 中央大 5  1.68 830 -    |-    |o    |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

3  20 シュレスタ　まや 筑波大 12  1.68 830 -    |o    |o    |o    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

4  21 西村　莉子 三菱電機 4  1.62 759 -    |-    |-    |o    |xo   |o    |xxx  
ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

5  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 8  1.62 759 -    |-    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

5  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 15  1.62 759 -    |o    |xo   |o    |o    |xxo  |xxx  
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

7  22 松岡　絵里 環太平洋大 9  1.62 759 o    |o    |xo   |o    |xo   |xxo  |xxx  
ノウノ　トモミ ワセダダイ

8  16 南野　智美 早稲田大 2  1.62 759 o    |o    |xo   |xxo  |o    |xxo  |xxx  
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

9  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 6  1.59 724 -    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

9  35 橋本　春菜 筑波大 11  1.59 724 o    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

11  28 津吹　アイリ 東京学芸大 10  1.59 724 -    |-    |-    |o    |xo   |xxx  
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

11  19 大玉　華鈴 日本体育大 13  1.59 724 -    |o    |-    |o    |xo   |xxx  
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

11  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 14  1.59 724 o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

14  18 安田　夏生 広島大 17  1.56 689 o    |o    |o    |o    |xxx  
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 1 DNS
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 7 DNS
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 16 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.35| 1.40| 1.45| 1.50| 1.53| 1.56| 1.59

ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

1  24 山下　紗稀子 立命館大 9  1.56 689 o    |o    |o    |xo   |o    |o    |xxx  
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

2  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 8  1.56 689 -    |o    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

3  36 細田　真央 日本体育大 7  1.50 621 -    |o    |o    |o    |xxx  
サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

4  29 酒見　美咲 九州共立大 6  1.50 621 -    |-    |xo   |o    |xxx  
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

5  30 田代　なる実 環太平洋大 4  1.50 621 -    |o    |o    |xo   |xxx  
カケイ　マコ ジョウサイダイ

6  34 掛井　真子 城西大 1  1.45 566 o    |o    |o    |xxx  
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

6  32 山田　夏葵 中央大 3  1.45 566 -    |o    |o    |xxx  
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

8  33 山田　紗和子 東大阪大 2  1.40 512 xo   |xo   |xxx  
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 5 DNS

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

○ : 有効

女子 七種競技 走高跳

《 決勝 》

18/6/16 11:25 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 小林 至
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

ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

1  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  12.40 688 11.92 | 12.40 | 12.28
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

2  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 6  12.07 666 11.74 | × | 12.07
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

3  21 西村　莉子 三菱電機 2  11.88 653 11.88 | × | 11.40
サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

4  29 酒見　美咲 九州共立大 8  11.73 643 11.16 | 11.10 | 11.73
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

5  32 山田　夏葵 中央大 1  11.53 630 10.73 | 11.12 | 11.53
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

6  18 安田　夏生 広島大 3  11.23 610 11.23 | 10.80 | 9.69
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

7  11 ヘンプヒル　恵 中央大 4  11.22 610 × | 11.22 | 11.19
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

8  19 大玉　華鈴 日本体育大 16  10.93 591 10.67 | 10.71 | 10.93
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

9  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 17  10.58 567 10.24 | 10.58 | 9.50
ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

10  36 細田　真央 日本体育大 12  10.51 563 10.31 | 9.86 | 10.51
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

11  20 シュレスタ　まや 筑波大 13  10.50 562 9.95 | 10.50 | 10.29
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

12  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 9  10.26 546 10.26 | 9.70 | 10.20
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

13  22 松岡　絵里 環太平洋大 18  10.11 537 9.65 | 10.11 | 10.01
ノウノ　トモミ ワセダダイ

14  16 南野　智美 早稲田大 11  9.98 528 9.68 | 9.91 | 9.98
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

15  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 7  8.98 463 × | × | 8.98
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 10 DNS
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 14 DNS
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 15 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ハシモト　ハルナ ツクバダイ

1  35 橋本　春菜 筑波大 1  10.33 551 10.33 | 9.53 | 10.19
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

2  33 山田　紗和子 東大阪大 2  10.19 542 9.69 | 10.18 | 10.19
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

3  30 田代　なる実 環太平洋大 5  9.91 524 8.79 | 9.91 | ×
イトウ　アキコ ツクバダイ

4  17 伊藤　明子 筑波大 6  9.68 509 9.29 | 9.68 | 9.65
カケイ　マコ ジョウサイダイ

5  34 掛井　真子 城西大 3  9.68 509 8.38 | 9.40 | 9.68
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

6  28 津吹　アイリ 東京学芸大 4  9.47 495 8.43 | 8.99 | 9.47
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

7  24 山下　紗稀子 立命館大 8  8.88 456 8.88 | 8.43 | ×
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 7 DNS
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× : 無効試技
DNS (Did Not Start) : 欠場

女子 七種競技 砲丸投4k
18/6/16 14:40 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 小林 至
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

ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

1  36 細田　真央 日本体育大 6  26.21 779
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

2  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  26.28 773
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

3  32 山田　夏葵 中央大 4  26.29 772
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

4  21 西村　莉子 三菱電機 8  26.52 752
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

5  30 田代　なる実 環太平洋大 1  26.53 751
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

6  22 松岡　絵里 環太平洋大 2  26.90 720
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

7  28 津吹　アイリ 東京学芸大 7  26.95 716
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

8  33 山田　紗和子 東大阪大 5  27.00 712
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 9 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

1  29 酒見　美咲 九州共立大 4 w 25.30 859
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

2  18 安田　夏生 広島大 8 w 25.63 830
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

3  35 橋本　春菜 筑波大 9 w 25.85 810
カケイ　マコ ジョウサイダイ

4  34 掛井　真子 城西大 2 w 25.87 809
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

5  20 シュレスタ　まや 筑波大 5 w 26.35 767
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

6  19 大玉　華鈴 日本体育大 3 w 26.37 765
ノウノ　トモミ ワセダダイ

7  16 南野　智美 早稲田大 6 w 26.40 763
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

8  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 7 w 27.26 690
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 1 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

1  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 7 w 24.68 916
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

2  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5 w 24.71 914
イトウ　アキコ ツクバダイ

3  17 伊藤　明子 筑波大 4 w 24.87 899
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

4  11 ヘンプヒル　恵 中央大 6 w 25.20 869
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

5  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 3 w 25.27 862
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

6  24 山下　紗稀子 立命館大 2 w 25.61 832
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 8 DNS
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 9 DNS

女子 七種競技 200m 18/6/16 17:00 ( 3組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500321] 小林 至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

風速 (+1.5 m/s)

風速 (+2.7 m/s)
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風速 (+2.2 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 5  6.16 (+1.6) 899 ×( - ) | 6.05(+1.0) | 6.16(+1.6)
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

2  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 3  5.98 (-0.4) 843 5.98(-0.4) | 5.87(+2.7) | 5.77(+1.5)
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

3  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 6  5.95 (+0.9) 834 5.84(+2.7) | 5.93(-0.6) | 5.95(+0.9)
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

4  19 大玉　華鈴 日本体育大 9  5.74 (+1.9) 771 5.47(+2.4) | 5.57(+2.4) | 5.74(+1.9)
ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

5  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 7 w 5.71 (+2.1) 762 公認:5.56(0.5) 5.71(+2.1) | 5.56(+0.5) | 5.54(+2.2)
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

6  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 10  5.67 (+2.0) 750 ×( - ) | 5.63(+1.2) | 5.67(+2.0)
イトウ　アキコ ツクバダイ

7  17 伊藤　明子 筑波大 8  5.66 (+1.6) 747 5.46(+1.6) | 5.65(+1.2) | 5.66(+1.6)
ノウノ　トモミ ワセダダイ

8  16 南野　智美 早稲田大 4  5.51 (+2.0) 703 5.38(+0.2) | 5.48(+0.3) | 5.51(+2.0)
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

9  24 山下　紗稀子 立命館大 11  5.46 (+1.2) 688 5.46(+1.2) | 5.39(+1.4) | 5.35(+0.5)
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

10  22 松岡　絵里 環太平洋大 1 w 5.29 (+2.7) 640 公認:5.09(1.5) 5.09(+1.5) | 5.29(+2.7) | ×( - )
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

11  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 2 w 5.25 (+3.0) 628 5.25(+3.0) | 5.15(+3.0) | 5.16(+2.6)
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 12 DNS (-)
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 13 DNS (-)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

1  21 西村　莉子 三菱電機 1 w 5.65 (+2.1) 744 公認:5.52(1.6) 5.43(+0.4) | 5.52(+1.6) | 5.65(+2.1)
ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

2  36 細田　真央 日本体育大 10  5.58 (+0.8) 723 5.22(+2.2) | 5.46(+0.7) | 5.58(+0.8)
サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

3  29 酒見　美咲 九州共立大 8  5.56 (+0.2) 717 5.56(+0.2) | ×( - ) | ×( - )
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

4  35 橋本　春菜 筑波大 4  5.42 (-0.5) 677 5.12(+0.3) | 5.33(+2.6) | 5.42(-0.5)
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

5  18 安田　夏生 広島大 6  5.37 (+1.1) 663 ×( - ) | 5.12(+2.1) | 5.37(+1.1)
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

6  28 津吹　アイリ 東京学芸大 2 w 5.25 (+2.1) 628 公認:5.15(1.5) 5.15(+1.5) | 5.25(+2.1) | 5.17(+2.1)
カケイ　マコ ジョウサイダイ

7  34 掛井　真子 城西大 12  5.23 (-0.6) 623 ×( - ) | 5.23(-0.6) | 5.21(+1.3)
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

8  32 山田　夏葵 中央大 11  5.23 (+0.8) 623 5.23(+0.8) | 5.06(+0.6) | 5.07(+1.1)
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

9  20 シュレスタ　まや 筑波大 5  5.22 (+1.2) 620 5.22(+1.2) | ×( - ) | 5.12(-0.4)
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

10  33 山田　紗和子 東大阪大 9  5.19 (+1.8) 612 5.18(+1.1) | 5.09(+1.1) | 5.19(+1.8)
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 3 DNS (-)
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 7 DNS (-)
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

-  30 田代　なる実 環太平洋大 13 DNS (-)

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 小林 至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

女子 七種競技 走幅跳

《 決勝 》

18/6/17 10:10 ( 2組 ) 

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17

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



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
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

1  21 西村　莉子 三菱電機 4  51.58 891 43.65 | 46.38 | 51.58
ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

2  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 8  48.56 832 42.71 | 48.56 | 41.71
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

3  33 山田　紗和子 東大阪大 7  44.44 753 44.44 | 43.38 | 42.50
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

4  18 安田　夏生 広島大 11  43.48 734 37.66 | 43.48 | 34.38
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

5  11 ヘンプヒル　恵 中央大 3  42.79 721 41.03 | 42.60 | 42.79
カケイ　マコ ジョウサイダイ

6  34 掛井　真子 城西大 2  41.79 702 40.75 | 41.79 | 41.37
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

7  19 大玉　華鈴 日本体育大 12  41.72 700 41.72 | 40.46 | 37.48
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

8  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 9  41.72 700 41.72 | 40.01 | 39.26
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

9  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 16  39.50 658 38.53 | 37.41 | 39.50
サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

10  29 酒見　美咲 九州共立大 22  38.94 647 38.94 | 37.69 | 33.52
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

11  20 シュレスタ　まや 筑波大 14  38.33 635 35.85 | 35.90 | 38.33
ノウノ　トモミ ワセダダイ

12  16 南野　智美 早稲田大 15  38.14 632 36.80 | 38.14 | 35.16
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

13  22 松岡　絵里 環太平洋大 13  37.93 628 37.93 | 37.64 | 36.56
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

14  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 19  36.94 609 36.94 | 36.81 | 33.72
ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

15  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 10  36.69 604 × | 36.69 | ×
ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

16  36 細田　真央 日本体育大 17  35.73 586 34.18 | 35.73 | 32.36
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

17  32 山田　夏葵 中央大 23  35.33 578 35.33 | 32.86 | 33.98
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

18  28 津吹　アイリ 東京学芸大 21  34.75 567 33.01 | 34.75 | 29.70
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

19  24 山下　紗稀子 立命館大 26  32.56 525 32.56 | 29.84 | 29.73
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

20  35 橋本　春菜 筑波大 24  32.00 515 31.32 | 32.00 | 27.08
イトウ　アキコ ツクバダイ

21  17 伊藤　明子 筑波大 1  29.90 475 29.53 | 29.90 | 21.42
ウエノ　アズサ ツクバダイ

-  27 上野　梓 筑波大 5 DNS
タカハシ　コノカ トウキョウガクゲイダイ

-  15 高橋　このか 東京学芸大 6 DNS
タシロ　ナルミ カンタイヘイヨウダイ

-  30 田代　なる実 環太平洋大 18 DNS
オクムラ　アヤネ トウキョウガクゲイダイ

-  25 奥村　彩音 東京学芸大 20 DNS
クリハラ　リサ ニホンダイ

-  26 栗原　理沙 日本大 25 DNS
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× : 無効試技
DNS (Did Not Start) : 欠場

女子 七種競技 やり投600g
18/6/17 13:30  

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 小林 至
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

ノウノ　トモミ ワセダダイ

1  16 南野　智美 早稲田大 1  2:16.43 873
ヤマシタ　サキコ リツメイカンダイ

2  24 山下　紗稀子 立命館大 7  2:18.61 842
ヤマダ　ナツキ チュウオウダイ

3  32 山田　夏葵 中央大 9  2:18.76 840
カケイ　マコ ジョウサイダイ

4  34 掛井　真子 城西大 8  2:20.41 818
ツブキ　アイリ トウキョウガクゲイダイ

5  28 津吹　アイリ 東京学芸大 11  2:23.07 782
シュレスタ　マヤ ツクバダイ

6  20 シュレスタ　まや 筑波大 2  2:24.84 759
ホソダ　マオ ニホンタイイクダイ

7  36 細田　真央 日本体育大 6  2:25.45 751
ヤマダ　サワコ ヒガシオオサカダイ

8  33 山田　紗和子 東大阪大 10  2:29.71 697
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービ

9  31 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 5  2:30.76 683
マツオカ　エリ カンタイヘイヨウダイ

10  22 松岡　絵里 環太平洋大 3  2:32.86 657
ハシモト　ハルナ ツクバダイ

11  35 橋本　春菜 筑波大 4  2:34.70 635

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ウツノミヤ　エリ ハセガワタイイクシセツ

1  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5  2:11.72 940
イトウ　アキコ ツクバダイ

2  17 伊藤　明子 筑波大 6  2:13.11 920
ヤマサキ　ユキ スズキハママツＡＣ

3  13 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 1  2:16.03 878
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

4  11 ヘンプヒル　恵 中央大 2  2:20.81 813
ヤスダ　ナツキ ヒロシマダイ

5  18 安田　夏生 広島大 7  2:24.28 766
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ

6  21 西村　莉子 三菱電機 4  2:25.67 748
サケミ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

7  29 酒見　美咲 九州共立大 9  2:26.08 743
キリヤマ　チエ ヤマダデンキ

8  14 桐山　智衣 ヤマダ電機 3  2:26.53 737
ヤマテ　ミクリ コクシカンクラブ

9  23 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 10  2:27.32 727
オオダマ　カリン ニホンタイイクダイ

10  19 大玉　華鈴 日本体育大 8  2:33.44 650

女子 七種競技 800m 18/6/17 16:10 ( 2組 ) 
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Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17


