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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

4 25 9 30 晴 22.5 41 東北東 2.1
4 25 10 0 晴 24 40 北東 1.8
4 25 11 0 晴 24.5 36 東 1.2
4 25 12 0 晴 25 36 南東 2.9
4 25 13 0 晴 25.5 34 東南東 1.5
4 25 14 0 晴 25 31 東北東 2.5
4 25 15 0 晴 24 30 北東 1.1
4 25 16 0 晴 24 30 北北東 1.1
4 25 17 0 晴 23.5 34 南南西 0.7
4 26 9 0 晴 22.5 41 南東 0.7
4 26 9 30 晴 23.5 34 南南東 1.1
4 26 10 0 晴 23 38 南南東 1.4
4 26 11 0 晴 23.5 38 南南東 0.9
4 26 12 0 晴 23.5 41 南南東 1
4 26 13 0 晴 24 46 南東 1
4 26 14 0 晴 24.5 49 東南東 1.5
4 26 15 0 晴 23.5 49 東南東 2.1
4 26 16 0 晴 23 52 南南東 1.8

開催日 2015年4月25日(土) ～ 4月26日(日)
気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 2015日本選抜陸上和歌山大会
主催者 和歌山陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園陸上競技場



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日 備考
男子GP砲丸投 決勝 大会新  17.48 101 山元　隼 中京大クラブ・愛知 2015/4/26
女子GPﾊﾝﾏｰ投 決勝 大会新  65.06 4 綾　真澄 丸善工業・香川 2015/4/25
女子GP七種競技 決勝 日本ジュニア新・大会新  5678 7 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 2015/4/25

新記録一覧
2015日本選抜陸上和歌山大会
和歌山陸上競技協会
日本陸上競技連盟
紀三井寺公園陸上競技場



トップ8

試技順

ヤマモト　ハヤト チュウキョウダイクラブ

山元　隼 中京大クラブ・愛知

ハタセ　サトシ グンマソウゴウガードシステム

畑瀬　聡 群馬綜合ガード・群馬

スズキ　タカナオ オークワ

鈴木　孝尚 オークワ・和歌山

サトウ　マサヒラ コクシカンクラブ

佐藤　征平 国士舘クラブ・東京

スズキ　アイユウ ニホンダイ

鈴木　愛勇 日本大・東京

ナカムラ　ダイチ コクシカンクラブ

中村　太地 国士舘クラブ・東京

ニシミヤ　ヒロキ ケーティーシー

西宮　弘規 ＫＴＣ・千葉

ミヤウチ　イクヒロ トウキョウリッキョウ

宮内　育大 東京陸協・東京

オオサカ　マサオ ティーエーシー

大坂　将央 ＴＡＣ・神奈川

モリシタ　ダイチ ツクバダイ

森下　大地 筑波大・兵庫

ムラカワ　ヨウヘイ オオサカメイユウクラブ

村川　洋平 大阪茗友クラブ・大阪

ツツイ　タカヒロ ニホンダイ

筒井　崇広 日本大・千葉

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NGR : 大会新記録

× : 無効試技
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）
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 16.89 7  ×  17.15  17.24  17.24
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Ord. No. 競技者名 所属

 ×  17.48 1 NGR5  101  16.39  ×  16.44  16.44 5  17.48  ×

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 男子 砲丸投7.26k(16#) 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 小串　親秀
開始時刻　 13:10 　終了時刻　 14:14 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 山澤　駿

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘
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試技順

タナカ　トオル チームミズノアスレティック

田中　透 チームミズノアスレティック・岐阜

ホサカ　ユウシロウ ツクバダイ

保坂　雄志郎 筑波大・埼玉

アコウ　ヒロキ トットリリッキョウ

赤穂　弘樹 鳥取陸協・鳥取

ノグチ　ヒロシ グンマソウゴウガードシステム

野口　裕史 群馬綜合ガード・群馬

カシムラ　リョウタ モンテローザ

柏村　亮太 モンテローザ・東京

エンドウ　カツヤ チームキラボシ

遠藤　克弥 Team綺羅星・石川

ドイ　ヒロアキ リュウツウケイザイダイクラブ

土井　宏昭 流経大クラブ・茨城

スミ　クニヒロ チュウキョウダイ

墨　訓熙 中京大・愛知

クラタ　ナオト マルワウンユキカン

倉田　直人 丸和運輸機関・福岡

ヒロセ　ケンイチ チームアイマ

廣瀬　健一 チームアイマ・千葉

ホリ　ケント ジュンテンドウダイ

堀　健斗 順天堂大・大阪

キムラ　タイチ キョウトサンギョウダイ

木村　太一 京都産業大・京都

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

 58.80 12

11

10  120  57.37  57.66  58.80  58.80

 59.80  59.80

 60.03 10

1  119  58.60  59.80  57.76

11  118  58.01  60.03  ×  60.03

 61.16 9

8

3  114  61.16  ×  58.05  61.16

 62.18 2  62.53  ×  ×  62.53

 59.52  62.87 7

12  117  ×  58.38  62.18

8  113  60.65  ×  61.52  61.52 1  ×  62.87

 63.73  62.12  62.48  63.73 6

5

6  116  62.74  62.76  ×  62.76 3

 65.05 6  63.90  62.31  64.39  65.05

 ×  65.41 4

5  115  64.38  65.05  62.57

9  111  63.15  63.53  63.44  63.53 4  63.64  65.41
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 66.46 7  66.57  66.47  67.65  67.65

 68.06  68.06 1

4  4  64.45  66.46  65.51

6
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試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 鈴木功太

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 男子 ハンマー投7.26k(16#) 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 小串　親秀
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:28 　



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 スズキハママツアスリートクラブ w 10.52 (+2.4)  7.48 (+0.8)  11.89  2.02  47.57  14.29 (-1.8)  34.84  4.80  50.57  4:14.79
中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 970 [970] 930 [1900] 600 [2500] 822 [3322] 930 [4252] 937 [5189] 560 [5749] 849 [6598] 597 [7195] 848 [8043]
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ  11.18 (+1.7)  6.67 (-0.5)  14.26  2.02  50.77  15.14 (-1.4)  46.73  4.60  61.75  4:45.41
右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 821 [821] 736 [1557] 744 [2301] 822 [3123] 779 [3902] 833 [4735] 803 [5538] 790 [6328] 764 [7092] 647 [7739]
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ w 10.72 (+2.4)  7.23 (+0.4)  10.96  2.02  51.46  15.74 (-1.4)  35.41  4.60  54.84  4:35.06
川﨑　和也 順天堂大・兵庫 924 [924] 869 [1793] 543 [2336] 822 [3158] 749 [3907] 762 [4669] 572 [5241] 790 [6031] 661 [6692] 712 [7404]
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ w 10.82 (+2.4)  6.98 (+0.5)  11.25  1.93  47.77  15.66 (-1.4)  32.05  4.30  53.03  4:16.20
武内　勇一 東京学芸大・富山 901 [901] 809 [1710] 561 [2271] 740 [3011] 920 [3931] 772 [4703] 505 [5208] 702 [5910] 634 [6544] 838 [7382]
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス w 10.96 (+2.4) w 6.83 (+2.5)  12.19  1.90  48.15  14.44 (-1.8)  36.83  4.10  50.99  4:39.81
谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城 870 [870] 774 [1644] 618 [2262] 714 [2976] 902 [3878] 918 [4796] 600 [5396] 645 [6041] 603 [6644] 681 [7325]
サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ  10.93 (+1.7)  7.20 (-0.9)  10.02  1.90  49.54  14.95 (-1.4)  34.39  4.50  62.52  4:55.48
坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 876 [876] 862 [1738] 487 [2225] 714 [2939] 836 [3775] 856 [4631] 551 [5182] 760 [5942] 776 [6718] 586 [7304]
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ  11.27 (+1.7)  6.88 (-0.2)  11.93  1.90  50.92  14.56 (-1.8)  36.53  4.20  56.14  4:49.48
右代　啓欣 国士舘大・東京 801 [801] 785 [1586] 602 [2188] 714 [2902] 773 [3675] 903 [4578] 594 [5172] 673 [5845] 680 [6525] 622 [7147]
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ w 10.87 (+2.4)  6.60 (-0.8)  11.04  1.87  48.79  15.37 (-1.4)  33.78  4.30  57.41  4:47.66
森本　公人 京都教育大・京都 890 [890] 720 [1610] 548 [2158] 687 [2845] 871 [3716] 805 [4521] 539 [5060] 702 [5762] 699 [6461] 633 [7094]
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ  11.19 (+1.7)  7.15 (+0.5)  9.25  1.87  50.42  15.17 (-1.8)  27.95  3.70  56.10  4:27.41
小倉　希望 環太平洋大・鹿児島 819 [819] 850 [1669] 441 [2110] 687 [2797] 795 [3592] 829 [4421] 424 [4845] 535 [5380] 679 [6059] 762 [6821]
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ w 10.99 (+2.4)  6.70 (-0.4)  11.28  1.72  49.61  15.35 (-1.8)  34.48  4.20  43.66  4:32.39
清水　剛士 中京大・三重 863 [863] 743 [1606] 563 [2169] 560 [2729] 833 [3562] 808 [4370] 553 [4923] 673 [5596] 495 [6091] 729 [6820]
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル  11.50 (+1.7)  6.44 (-0.2)  11.97  1.81  51.34  15.41 (-1.8)  37.64  4.40  47.47  4:46.22
染谷　幸喜 TeamAccel・千葉 753 [753] 684 [1437] 605 [2042] 636 [2678] 754 [3432] 801 [4233] 617 [4850] 731 [5581] 551 [6132] 642 [6774]
オトベ　タクミ フジツウ w 10.54 (+2.4)  7.11 (-0.5)  12.01  1.90  49.33  15.22 (-1.8)  36.25 NM  44.03  4:53.72
音部　拓仁 富士通・埼玉 966 [966] 840 [1806] 607 [2413] 714 [3127] 846 [3973] 823 [4796] 589 [5385] 0 [5385] 501 [5886] 596 [6482]
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ  11.24 (+1.7)  6.92 (+0.7)  10.51  1.90  51.16  15.93 (-1.4)  32.88 NM  42.17  4:57.03
村中　智彦 順天堂大・長野 808 [808] 795 [1603] 516 [2119] 714 [2833] 762 [3595] 741 [4336] 521 [4857] 0 [4857] 474 [5331] 577 [5908]
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ  11.09 (+1.7)  6.85 (+1.9)  11.17  1.84  49.78  15.18 (-1.4)  35.02 NM NM  4:34.03
中嶋　俊文 東海大・富山 841 [841] 778 [1619] 556 [2175] 661 [2836] 825 [3661] 828 [4489] 564 [5053] 0 [5053] 0 [5053] 718 [5771]
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック  11.15 (+1.7)  6.48 (-0.9)  12.34 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川 827 [827] 693 [1520] 627 [2147] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク w 11.01 (+2.4) NM DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
平松　忠浩 アルプロン製薬・島根 858 [858] 0 [858] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

w (wind assist) : 追風参考
NM (No Marks) : 記録無し
DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
DNS (Did Not Start) : 欠場
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-

12  129 - - - [-] - -

10  127 - - - [-] -

13

16  133 3661 10 2110 [14]  5771 14

15  132 3595 11 2313 [13]  5908

11

3  7 3973 2 2509 [12]  6482 12

4  121 3432 14 3342 [9]  6774

9

6  123 3562 13 3258 [10]  6820 10

13  130 3592 12 3229 [11]  6821

7

11  128 3716 8 3378 [8]  7094 8

9  126 3675 9 3472 [5]  7147

5

14  131 3775 7 3529 [3]  7304 6

7  124 3878 6 3447 [7]  7325

3

8  125 3931 3 3451 [6]  7382 4

5  122 3907 4 3497 [4]  7404

1

1  5 3902 5 3837 [1]  7739 2

2  6 4252 1 3791 [2]  8043

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録担当審判員
競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 15/4/25～15/4/26 審判長 鳥井　昇



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

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

1  6 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 4 w 10.52 970
オトベ　タクミ フジツウ

2  7 音部　拓仁 富士通・埼玉 7 w 10.54 966
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

3  122 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 9 w 10.72 924
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

4  125 武内　勇一 東京学芸大・富山 5 w 10.82 901
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

5  128 森本　公人 京都教育大・京都 6 w 10.87 890
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

6  124 谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城 3 w 10.96 870
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

7  123 清水　剛士 中京大・三重 8 w 10.99 863
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

8  129 平松　忠浩 アルプロン製薬・島根 2 w 11.01 858

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

1  131 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 3  10.93 876
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

2  133 中嶋　俊文 東海大・富山 7  11.09 841
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

3  127 村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川 4  11.15 827
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

4  5 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 6  11.18 821
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

5  130 小倉　希望 環太平洋大・鹿児島 8  11.19 819
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

6  132 村中　智彦 順天堂大・長野 9  11.24 808
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

7  126 右代　啓欣 国士舘大・東京 2  11.27 801
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

8  121 染谷　幸喜 TeamAccel・千葉 5  11.50 753

w (wind assist) : 追風参考
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風速 (+1.7 m/s)

《 決勝 》

風速 (+2.4 m/s)

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 男子 十種競技 100m 15/4/25 10:20 ( 2組 ) 



トップ8

試技順

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡

カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡

オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島

オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉

タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山

ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野

ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京

ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山

タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重

ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡

モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都

ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川

ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉

ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

平松　忠浩 アルプロン製薬・島根

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

－ : パス
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

   NM -  - 0     13  129  ×     ×     －   

    6.44 -0.2  15 684-0.2       11  121  6.44 -0.2   ×     ×     6.44

    6.48 -0.9  14 693-0.9       15  127  6.48 -0.9   6.42 -0.1   －     6.48

    6.60 -0.8  13 720-0.8       3  128  6.60 -0.8   6.46 -0.8   6.47 -1.6   6.60

    6.67 -0.5  12 736-0.5       5  5  6.63 -0.6   6.51 -2.0   6.67 -0.5   6.67

    6.70 -0.4  11 743-0.4       

公認:6.74(-0.9)

9  123  ×     6.70 -0.4   －     6.70

   w 6.83 +2.5  10 774+2.5       14  124  6.59 +0.2   6.74 -0.9   6.83 +2.5   6.83

    6.85 +1.9  9 778+1.9       16  133  6.55 +0.4   6.79 -0.5   6.85 +1.9   6.85

    6.88 -0.2  8 785-0.2       8  126  6.88 -0.2   ×     6.48 -0.4   6.88

    6.92 +0.7  7 795+0.7       2  132  6.92 +0.7   6.68 +0.3   ×     6.92

    6.98 +0.5  6 809+0.5       12  125  6.75 +0.2   6.98 +0.5   6.83 +1.1   6.98

    7.11 -0.5  5 840-0.5       6  7  ×     7.11 -0.5   7.10 +1.2   7.11

    7.15 +0.5  4 850+0.5       4  130  7.15 +0.5   ×     6.95 -0.8   7.15

    7.20 -0.9  3 862-0.9       1  131  6.52 -0.3   7.20 -0.9   ×     7.20

    7.23 +0.4  2 869+0.4       10  122  7.23 +0.4   ×     7.19 +2.2   7.23

    7.48 +0.8  1 930+0.8       

6

7  6  7.38 +0.4   7.32 -1.4   7.48 +0.8   7.48

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 為森　ゆり子

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 男子 十種競技 走幅跳 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 11:20 　終了時刻　 12:40 　



トップ8

試技順

ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡

ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川

タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉

ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉

ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡

シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重

タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山

ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山

モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都

カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫

ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡

オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島

ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

平松　忠浩 アルプロン製薬・島根

× : 無効試技
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

DNS -

開始前

5  129

 9.25 15 441

14 487

14  130  9.25  8.73  9.23  9.25

 10.02  10.02

 10.51 13 516

13  131  9.10  10.02  ×

15  132  9.87  9.86  10.51  10.51

 10.96 12 543

11 548

10  122  10.18  10.94  10.96  10.96

 11.04  11.04

 11.17 10 556

16  128  ×  9.81  11.04

11  133  11.17  11.07  9.77  11.17

 11.25 9 561

8 563

3  125  10.52  10.70  11.25  11.25

 11.28  11.28

 11.89 7 600

12  123  10.36  11.28  10.95

8  6  11.33  11.89  ×  11.89

 11.93 6 602

5 605

2  126  11.56  11.93  11.48  11.93

 11.97  11.97

 12.01 4 607

7  121  11.67  11.94  11.97

9  7  11.64  11.53  12.01  12.01

 12.19 3 618

2 627

1  124  11.96  12.19  12.13  12.19

 12.34  12.34

 14.26 1 744

4  127  10.39  12.34  11.94

6

6  5  14.26  13.88  13.52  14.26

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山　暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#) 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 13:20 　終了時刻　 13:55 　



1組

無効

試技数

ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡

タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京

ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野
オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉
サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡

ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川

2組

無効

試技数

タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島

モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都

ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉

シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

平松　忠浩 アルプロン製薬・島根

／ : 試技放棄
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注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

DNS -

6 560

7  129

 1.724  123 o - /

 1.81 5 6363  121 - - xo o xxx

 1.84 4 661

687

5  133 - o - o o xxx

 1.87 3xxo xxx

2 687

1  128 - xo o xo o

 1.87- o xxx2  130 - o - o

 1.93 1 740o xxx

 1.96

6  125 - - - o - o o

得点 備考 1.72  1.75  1.78  1.81  1.84  1.87  1.90  1.93

-

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 順位

DNS9  127

 1.90 8 7145  131 xo xo o xxo xxx

 1.90 7 714

714

7  7 - o o xxo xxx

 1.90 5

5 714

8  132 - o xo xo xxx

 1.90xxx4  126 o xo o xo

 1.90 4 7146  124 - o o o xxx

 2.02 3 822xxo xxo xxx

822

2  6 - - o - o xo

 2.02 1xo o xo xxx

1 822

3  122 - - - o o

 2.02o xo o xo xxx1  5 - - - o

順位 得点 備考 1.81  1.84  1.87  1.90  1.93  1.96  1.99Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 2.02  2.05

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 玉置　純一

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 男子 十種競技 走高跳 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 14:50 　終了時刻　 16:18 　



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

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

1  6 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 4  47.57 930
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

2  125 武内　勇一 東京学芸大・富山 5  47.77 920
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

3  124 谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城 7  48.15 902
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

4  128 森本　公人 京都教育大・京都 9  48.79 871
オトベ　タクミ フジツウ

5  7 音部　拓仁 富士通・埼玉 6  49.33 846
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

6  133 中嶋　俊文 東海大・富山 8  49.78 825
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

7  121 染谷　幸喜 TeamAccel・千葉 3  51.34 754
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

8  122 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 2  51.46 749

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

1  131 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 4  49.54 836
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

2  123 清水　剛士 中京大・三重 7  49.61 833
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

3  130 小倉　希望 環太平洋大・鹿児島 5  50.42 795
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

4  5 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 6  50.77 779
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

5  126 右代　啓欣 国士舘大・東京 3  50.92 773
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

6  132 村中　智彦 順天堂大・長野 8  51.16 762
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

-  127 村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川 2 DNS
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

-  129 平松　忠浩 アルプロン製薬・島根 9 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 男子 十種競技 400m 15/4/25 17:00 ( 2組 ) 



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

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

1  6 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 5  14.29 937
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

2  124 谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城 6  14.44 918
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

3  126 右代　啓欣 国士舘大・東京 4  14.56 903
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

4  130 小倉　希望 環太平洋大・鹿児島 2  15.17 829
オトベ　タクミ フジツウ

5  7 音部　拓仁 富士通・埼玉 8  15.22 823
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

6  123 清水　剛士 中京大・三重 3  15.35 808
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

7  121 染谷　幸喜 TeamAccel・千葉 7  15.41 801
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

-  127 村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川 9 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

1  131 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 5  14.95 856
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

2  5 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 4  15.14 833
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

3  133 中嶋　俊文 東海大・富山 6  15.18 828
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

4  128 森本　公人 京都教育大・京都 9  15.37 805
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

5  125 武内　勇一 東京学芸大・富山 8  15.66 772
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

6  122 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 7  15.74 762
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

7  132 村中　智彦 順天堂大・長野 2  15.93 741
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

-  129 平松　忠浩 アルプロン製薬・島根 3 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
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風速 (-1.4 m/s)

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 男子 十種競技 110mH 15/4/26 09:30 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (-1.8 m/s)



トップ8

試技順

ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京
オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重
サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

平松　忠浩 アルプロン製薬・島根
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川

鳥井　昇
開始時刻　 10:10 　終了時刻　 10:54 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 男子 十種競技 円盤投2.0k 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長

Ord. No. 競技者名 所属

 46.73 1 8035  5  46.73  46.65  42.94  46.73

試技
最高記録 順位 得点 備考

1

8  121  37.64  36.10  35.83 2 617

12  124  ×  36.83  36.24  36.83

 37.64  37.64

9  126  36.53  35.47  34.33  36.53

 36.83 3 600

 36.53 4 594

3  7  35.96  36.25  × 5 589

11  122  34.58  35.41  28.78  35.41

 36.25  36.25

1  133  32.54  35.02  ×  35.02

 35.41 6 572

 35.02 7 564

7  6  ×  34.84  33.56 8 560

14  123  34.48  33.58  34.45  34.48

 34.84  34.84

15  131  34.39  34.18  33.94  34.39

 34.48 9 553

 34.39 10 551

13  128  28.68  33.78  32.07 11 539

2  132  ×  31.69  32.88  32.88

 33.78  33.78

6  125  25.65  32.05  ×  32.05

 32.88 12 521

 32.05 13 505

4  129

 27.95  27.9516  130  25.70  ×  27.95 14 424

DNS -

× : 無効試技

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

DNS -

開始前

10  127



1組

無効

試技数

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉

シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重
オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉

2組

無効

試技数

タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島

ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山

○ : 有効
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

－ : パス

- 0

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

NM7  133 - xxx

- 01  132 - xxx

 3.70 5 535

NM

 4.10 4xxx

5  130 o - - xxx

2  124 - o - o xo

 4.20o o xxx6  126

645

- o - o

 4.30 2 702

3 673

xxx4  128 - - - - o xo xxo

 4.30 1 702xo xxx

 4.30  4.40

3  125 - - - - - -

 3.70  3.80  3.90  4.00  4.10  4.20Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 順位 得点 備考

NM - 0

 4.20 6

3  7 - - xxx

6  123 o xxx

 4.40xxx4  121

673

- - xo -

 4.50 4 760

5 731

7  131 - xo o xo xxx

 4.60 3 790

790

2  122 o - xxo o o xxx

 4.60 2xxx

1 849

5  5 - - - - o

 4.80o o o xxx1  6 - - - o

順位 得点 備考 4.20  4.30  4.40  4.50  4.60  4.70  4.80Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 4.90

種目 GP 男子 十種競技 棒高跳 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:30 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 玉置　純一

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘



トップ8

試技順

サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

森本　公人 京都教育大・京都
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

右代　啓欣 国士舘大・東京
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

小倉　希望 環太平洋大・鹿児島
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

川﨑　和也 順天堂大・兵庫
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

武内　勇一 東京学芸大・富山
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

染谷　幸喜 TeamAccel・千葉
オトベ　タクミ フジツウ

音部　拓仁 富士通・埼玉
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

清水　剛士 中京大・三重
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

村中　智彦 順天堂大・長野
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

中嶋　俊文 東海大・富山
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

平松　忠浩 アルプロン製薬・島根
ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2015/04/26 16:16:39

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS -

開始前

16  127

DNS -

9  133  ×  －  － - 0

14  129

NM

 43.66 12 495

 42.17 13 47410  132  42.17  ×  ×  42.17

4  7  43.03  42.20  44.03 11 501

13  123  42.04  43.66  41.89  43.66

 44.03  44.03

 50.57 9 597

 47.47 10 5515  121  43.68  45.58  47.47  47.47

3  124  49.39  47.50  50.99 8 603

11  6  48.78  50.57  49.72  50.57

 50.99  50.99

 54.84 6 661

 53.03 7 6342  125  51.28  48.85  53.03  53.03

12  130  54.38  ×  56.10 5 679

8  122  50.47  53.47  54.84  54.84

 56.10  56.10

 57.41 3 699

 56.14 4 68015  126  ×  54.34  56.14  56.14

6  5  ×  61.17  61.75 2 764

1  128  54.68  56.03  57.41  57.41

 61.75  61.75

Ord. No. 競技者名 所属

 62.52 1 7767  131  ×  62.52  －  62.52

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 男子 十種競技 やり投800g 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 15:30 　終了時刻　 16:05 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山　暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘



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

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツアスリートクラブ

1  6 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 1  4:14.79 848
タケウチ　ユウイチ トウキョウガクゲイダイ

2  125 武内　勇一 東京学芸大・富山 6  4:16.20 838
オグラ　ノゾム カンタイヘイヨウダイ

3  130 小倉　希望 環太平洋大・鹿児島 11  4:27.41 762
シミズ　ツヨシ チュウキョウダイ

4  123 清水　剛士 中京大・三重 10  4:32.39 729
ナカジマ　トシフミ トウカイダイ

5  133 中嶋　俊文 東海大・富山 14  4:34.03 718
カワサキ　カズヤ ジュンテンドウダイ

6  122 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 4  4:35.06 712
タニ　コウジロウ ツクバツインピークス

7  124 谷　浩二朗 つくばツインピークス・茨城 5  4:39.81 681
ウシロ　ケイスケ スズキハママツアスリートクラブ

8  5 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 2  4:45.41 647
ソメヤ　コウキ チーム　アクセル

9  121 染谷　幸喜 TeamAccel・千葉 9  4:46.22 642
モリモト　キミト キョウトキョウイクダイ

10  128 森本　公人 京都教育大・京都 8  4:47.66 633
ウシロ　ヒロヨシ コクシカンダイ

11  126 右代　啓欣 国士舘大・東京 7  4:49.48 622
オトベ　タクミ フジツウ

12  7 音部　拓仁 富士通・埼玉 12  4:53.72 596
サカモト　トシキ カノヤタイイクダイ

13  131 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 3  4:55.48 586
ムラナカ　トモヒコ ジュンテンドウダイ

14  132 村中　智彦 順天堂大・長野 13  4:57.03 577

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ムラタ　リュウ チームミズノアスレティック

-  127 村田　龍 チームミズノアスレティック・神奈川 1 DNS
ヒラマツ　タダヒロ アルプロンセイヤク

-  129 平松　忠浩 アルプロン製薬・島根 2 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2015/04/26 17:04:23

DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 男子 十種競技 1500m 15/4/26 16:50 ( 2組 ) 



トップ8

試技順

ヨコミゾ　チアキ サイタマリッキョウ

横溝　千明 埼玉陸協・埼玉

オオタ　アヤ フクオカダイガク

太田　亜矢 福岡大・福岡

フクトミ　エリナ フクビ

福富　栄莉奈 フクビ・福井

コオリ　ナナカ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

郡　菜々佳 東大阪大敬愛高・大阪

シゲヤマ　チヒロ コクシカンクラブ

茂山　千尋 国士舘クラブ・東京

マツダ　ショウコ コクシカンダイ

松田　昌己 国士舘大・埼玉

ヤマモト　マイ オオサカタイイクダイ

山本　舞 大阪体育大・香川

ヤマウチ　アイ オオサカセイケイダイ

山内　愛 大阪成蹊大・神奈川

ニシカワ　チカコ フクオカダイガク

西川　チカコ 福岡大・徳島

アハラ　ノリコ フクイリッキョウ

阿原　典子 福井陸協・福井

サイトウ　サキ トウキョウジョシタイイクダイ

齋藤　早希 東京女子体育大・山形

サガ　エリコ トウカイダイ

佐賀　衣里子 東海大・神奈川

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

 12.99 12

5  109  12.66  ×  13.32 11

9  106  ×  ×  12.99  12.99

 13.32  13.32

 13.78 9

 13.50 104  104  13.50  13.20  13.14  13.50

10  105  13.58  13.80  13.97 8

12  108  13.31  ×  13.78  13.78

 13.97 2  13.24  13.00  13.28  13.97

 13.45  14.12 6

 13.85  13.99 72  101  13.84  12.88  13.86  13.86 1  12.93  13.99

8  103  14.28  14.11  14.50 5

11  2  14.12  13.68  13.75  14.12 3

 14.50 4  ×  14.41  14.60  14.60

 13.69  13.72

 ×  14.87 3

 14.25  14.83 47  102  14.83  14.45  13.82  14.83 5  14.51  13.96

1  107  14.79  14.92  15.15 2

3  3  14.43  14.87  14.15  14.87 6

 15.15 7  ×  14.75  15.02  15.15

 ×  14.44

Ord. No. 競技者名 所属

 ×  15.17 16  1  14.38  14.40  15.17  15.17 8  ×  ×

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 女子 砲丸投4k 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 小串　親秀
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 12:20 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 山澤　駿

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘



トップ8

試技順

アヤ　マスミ マルゼンコウギョウ

綾　真澄 丸善工業・香川

ワタナベ　アカネ マルワウンユキカン

渡邊　茜 丸和運輸機関・福岡

カツヤマ　ヒトミ ツクバダイ

勝山　眸美 筑波大・埼玉

チネン　ハルノ ニホンタイイクシセツ

知念　春乃 日本体育施設・福岡

アサダ　スズカ ムコガワジョシダイガククラブ

浅田　鈴佳 武庫女大クラブ・大阪

タケカワ　ミカ スズキハママツアスリートクラブ

武川　美香 スズキ浜松ＡC・静岡

サトウ　ワカナ トウホウギンコウ

佐藤　若菜 東邦銀行・福島

アリモト　アイミ キュウシュウキョウリツダイ

有本　愛美 九州共立大・岡山

フクシマ　ミサキ キュウシュウキョウリツダイ

福島　美沙希 九州共立大・福岡

オオサキ　カナ ワカヤマリッキョウ

大﨑　かな 和歌山陸協・和歌山

モトムラ　カリン キュウシュウキョウリツダイ

本村　夏鈴 九州共立大・沖縄

サエキ　タマミ リツメイカンダイガク

佐伯　珠実 立命館大・大阪

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

 52.00 12

11

7  117  50.32  52.00  51.62  52.00

 52.55  52.55

 53.67 10

1  115  ×  52.55  51.92

8  116  53.67  ×  52.93  53.67

 53.78 9

8

3  114  ×  53.78  ×  53.78

 54.31 1  51.86  ×  50.86  54.31

 54.00  56.82 7

4  118  54.31  ×  53.27

11  112  55.79  52.04  53.70  55.79 2  56.82  51.89

 ×  ×  56.66  57.15 6

5

10  113  57.15  57.13  ×  57.15 4

 57.30 5  55.81  ×  56.66  57.30

 56.21  57.57 4

2  6  56.70  ×  57.30

12  110  ×  56.30  ×  56.30 3  57.40  57.57

 ×  ×  54.51  60.37 3

2

5  5  57.75  60.37  59.35  60.37 6

 62.31 7  63.41  ×  60.81  63.41

 63.65  65.06 1 大会新記録

9  111  62.31  58.14  ×

6

6  4  62.87  63.00  63.73  63.73 8  65.06  64.43

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 鈴木功太

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 女子 ハンマー投4k 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 小串　親秀
開始時刻　 14:15 　終了時刻　　　　:



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
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ w 13.46 (+3.3)  1.63  10.78  24.99 ( 0.0)  5.81 (+0.8)  40.49  2:13.54
ヘンプヒル　恵 中央大・京都 1056 [1056] 771 [1827] 581 [2408] 888 [3296] 792 [4088] 677 [4765] 913 [5678]
ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ w 14.35 (+3.3)  1.54  10.30  24.98 ( 0.0)  5.73 ( 0.0)  43.61  2:12.94
宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫 929 [929] 666 [1595] 549 [2144] 889 [3033] 768 [3801] 737 [4538] 922 [5460]
キリヤマ　チエ モンテローザ w 13.60 (+3.3)  1.54  11.76  25.32 ( 0.0) w 5.87 (+2.1)  41.32  2:28.71
桐山　智衣 モンテローザ・東京 1036 [1036] 666 [1702] 645 [2347] 858 [3205] 810 [4015] 693 [4708] 709 [5417]
イトウ　アキコ ツクバダイ w 14.13 (+3.3)  1.72  8.69  24.70 ( 0.0)  5.73 (+0.6)  31.06  2:12.65
伊藤　明子 筑波大・東京 960 [960] 879 [1839] 444 [2283] 915 [3198] 768 [3966] 497 [4463] 926 [5389]
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス w 14.08 (+3.3)  1.63  10.41  26.06 (+1.9)  5.79 (-1.0)  40.89  2:26.22
中田　有紀 日本保育サービス・愛知 967 [967] 771 [1738] 556 [2294] 792 [3086] 786 [3872] 684 [4556] 741 [5297]
ナカザワ　ユイ ホクショウダイ w 14.23 (+3.3)  1.60  9.58  25.64 (+1.9)  5.49 (+0.2)  43.41  2:34.35
仲澤　由依 北翔大・北海道 946 [946] 736 [1682] 502 [2184] 829 [3013] 697 [3710] 733 [4443] 639 [5082]
ハトリ　レナ チュウオウダイガク  14.95 (-1.4)  1.42  9.30  25.11 ( 0.0)  5.06 (-1.5)  43.34  2:16.95
羽鳥　玲奈 中央大・群馬 848 [848] 534 [1382] 484 [1866] 877 [2743] 576 [3319] 731 [4050] 865 [4915]
シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ  14.77 (-1.4)  1.60  10.48  26.05 (+1.9)  5.15 (-1.0)  33.42  2:21.88
シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 872 [872] 736 [1608] 561 [2169] 793 [2962] 601 [3563] 542 [4105] 798 [4903]
マツバラ　メグミ ツクバダイ w 14.80 (+3.3)  1.57  9.32  25.48 ( 0.0)  5.46 (+0.6)  32.41  2:22.48
松原　恵 筑波大・奈良 868 [868] 701 [1569] 485 [2054] 843 [2897] 688 [3585] 522 [4107] 790 [4897]
ニシムラ　リコ リツメイカンダイ  15.83 (-1.4)  1.60  10.24  28.23 (+0.3)  5.32 ( 0.0)  45.11  2:29.80
西村　莉子 立命館大・兵庫 735 [735] 736 [1471] 545 [2016] 613 [2629] 648 [3277] 766 [4043] 695 [4738]
ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ  15.62 (-1.4)  1.48  12.61  26.13 ( 0.0)  5.25 (+0.3)  31.47  2:26.64
山岡　未与 東大阪大・大阪 762 [762] 599 [1361] 702 [2063] 786 [2849] 628 [3477] 504 [3981] 736 [4717]
イトウ　シオリ トウナン  15.57 (+1.7)  1.60  9.00  26.68 (+0.3)  5.18 (+1.3)  32.30  2:22.72
伊藤　汐里 塔南高・京都 768 [768] 736 [1504] 464 [1968] 739 [2707] 609 [3316] 520 [3836] 787 [4623]
タナカ　ライム オオサカセイケイダイ  15.83 (+1.7)  1.57  11.90  28.05 (+0.3)  4.90 (+1.0)  46.79  2:40.09
田中　来夢 大阪成蹊大・岡山 735 [735] 701 [1436] 654 [2090] 627 [2717] 532 [3249] 798 [4047] 572 [4619]
ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー  15.35 (+1.7)  1.57  8.73  27.04 (+0.3)  5.14 (-0.1)  36.96  2:30.36
村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京 796 [796] 701 [1497] 447 [1944] 708 [2652] 598 [3250] 609 [3859] 688 [4547]
オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ  14.82 (-1.4)  1.42  10.73  26.48 (+1.9)  5.08 (-0.7)  34.66  2:32.63
荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森 866 [866] 534 [1400] 577 [1977] 756 [2733] 581 [3314] 565 [3879] 660 [4539]
カワカミ　ミハ コクシカンダイ  15.61 (+1.7)  1.45  9.84  27.12 (+0.3)  4.74 (+1.8)  41.44  2:32.87
川上　美葉 国士舘大・長野 763 [763] 566 [1329] 519 [1848] 702 [2550] 490 [3040] 695 [3735] 657 [4392]
タカセ　レナ クマモトダイ  15.51 (+1.7)  1.48  10.33  28.09 (+0.3)  4.68 (+1.4)  31.49  2:27.88
髙瀬　怜奈 熊本大・熊本 775 [775] 599 [1374] 551 [1925] 624 [2549] 474 [3023] 505 [3528] 720 [4248]
ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ  16.38 (-1.4)  1.54  8.64  27.59 (+1.9)  5.01 (+1.1)  30.10  2:29.38
萬　玲奈 京都教育大・滋賀 668 [668] 666 [1334] 441 [1775] 664 [2439] 562 [3001] 479 [3480] 701 [4181]
フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク  15.38 (+1.7) NM  9.12  27.46 ( 0.0)  5.16 (+0.9)  31.64  2:21.09
藤沼　朱音 中央大・神奈川 792 [792] 0 [792] 472 [1264] 674 [1938] 603 [2541] 508 [3049] 809 [3858]
ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク  16.98 (+1.7)  1.48  9.60  28.69 (+1.9) DNS DNS DNS
平岡　麻由美 中央大・埼玉 599 [599] 599 [1198] 503 [1701] 577 [2278] - [-] - [-] - [-]
ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ w 14.03 (+3.3)  1.54  8.99  26.39 (+1.9) DNS DNS DNS
山手　美久莉 国士舘大・埼玉 974 [974] 666 [1640] 464 [2104] 763 [2867] - [-] - [-] - [-]
スワマ　エミ コクシカンクラブ  15.23 (-1.4)  1.54  8.80  28.33 (+0.3) DNS DNS DNS
諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京 811 [811] 666 [1477] 451 [1928] 605 [2533] - [-] - [-] - [-]

w (wind assist) : 追風参考
NM (No Marks) : 記録無し
DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
DNS (Did Not Start) : 欠場
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-

16  133 2533 19 - [-] - -

15  132 2867 9 - [-] -

19

12  129 2278 21 - [-] - -

17  134 1938 22 1920 [11]  3858

17

19  136 2439 20 1742 [18]  4181 18

9  126 2549 18 1699 [19]  4248

15

20  137 2550 17 1842 [16]  4392 16

13  130 2733 12 1806 [17]  4539

13

21  138 2652 15 1895 [14]  4547 14

14  131 2717 13 1902 [13]  4619

11

22  139 2707 14 1916 [12]  4623 12

7  124 2849 10 1868 [15]  4717

9

6  122 2629 16 2109 [7]  4738 10

3  9 2897 8 2000 [9]  4897

7

10  127 2962 7 1941 [10]  4903 8

18  135 2743 11 2172 [6]  4915

5

11  128 3013 6 2069 [8]  5082 6

8  125 3086 4 2211 [4]  5297

3

4  120 3198 3 2191 [5]  5389 4

2  8 3205 2 2212 [3]  5417

1 日本ジュニア新記録

5  121 3033 5 2427 [1]  5460 2

1  7 3296 1 2382 [2]  5678

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録担当審判員
競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 15/4/25～15/4/26 審判長 鳥井　昇



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

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

1  7 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 6 w 13.46 1056
キリヤマ　チエ モンテローザ

2  8 桐山　智衣 モンテローザ・東京 5 w 13.60 1036
ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

3  132 山手　美久莉 国士舘大・埼玉 7 w 14.03 974
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

4  125 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 8 w 14.08 967
イトウ　アキコ ツクバダイ

5  120 伊藤　明子 筑波大・東京 9 w 14.13 960
ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

6  128 仲澤　由依 北翔大・北海道 3 w 14.23 946
ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

7  121 宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫 2 w 14.35 929
マツバラ　メグミ ツクバダイ

8  9 松原　恵 筑波大・奈良 4 w 14.80 868

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

1  127 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 4  14.77 872
オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

2  130 荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森 6  14.82 866
ハトリ　レナ チュウオウダイガク

3  135 羽鳥　玲奈 中央大・群馬 2  14.95 848
スワマ　エミ コクシカンクラブ

4  133 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京 7  15.23 811
ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

5  124 山岡　未与 東大阪大・大阪 3  15.62 762
ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

6  122 西村　莉子 立命館大・兵庫 5  15.83 735
ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

7  136 萬　玲奈 京都教育大・滋賀 8  16.38 668

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

1  138 村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京 4  15.35 796
フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

2  134 藤沼　朱音 中央大・神奈川 5  15.38 792
タカセ　レナ クマモトダイ

3  126 髙瀬　怜奈 熊本大・熊本 8  15.51 775
イトウ　シオリ トウナン

4  139 伊藤　汐里 塔南高・京都 7  15.57 768
カワカミ　ミハ コクシカンダイ

5  137 川上　美葉 国士舘大・長野 3  15.61 763
タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

6  131 田中　来夢 大阪成蹊大・岡山 6  15.83 735
ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

7  129 平岡　麻由美 中央大・埼玉 2  16.98 599
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w (wind assist) : 追風参考

風速 (+1.7 m/s)

風速 (-1.4 m/s)

《 決勝 》

風速 (+3.3 m/s)

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 女子 七種競技 100mH 15/4/25 10:00 ( 3組 ) 



トップ8

試技順

ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

山岡　未与 東大阪大・大阪

タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

田中　来夢 大阪成蹊大・岡山

キリヤマ　チエ モンテローザ

桐山　智衣 モンテローザ・東京

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

ヘンプヒル　恵 中央大・京都

オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森

シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪

ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

中田　有紀 日本保育サービス・愛知

タカセ　レナ クマモトダイ

髙瀬　怜奈 熊本大・熊本

ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫

ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

西村　莉子 立命館大・兵庫

カワカミ　ミハ コクシカンダイ

川上　美葉 国士舘大・長野

ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

平岡　麻由美 中央大・埼玉

ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

仲澤　由依 北翔大・北海道

マツバラ　メグミ ツクバダイ

松原　恵 筑波大・奈良

ハトリ　レナ チュウオウダイガク

羽鳥　玲奈 中央大・群馬

フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

藤沼　朱音 中央大・神奈川

イトウ　シオリ トウナン

伊藤　汐里 塔南高・京都

ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

山手　美久莉 国士舘大・埼玉

スワマ　エミ コクシカンクラブ

諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京

ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京

イトウ　アキコ ツクバダイ

伊藤　明子 筑波大・東京

ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

萬　玲奈 京都教育大・滋賀
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

 8.64 22 441

開始前

22  136  8.34  8.64  8.26  8.64

 8.69 21 444

20 447

12  120  8.69  8.51  8.10  8.69

 8.73  8.73

 8.80 19 451

5  138  8.73  7.98  8.64

19  133  ×  8.80  8.58  8.80

 8.99 18 464

17 464

21  132  8.15  8.99  8.88  8.99

 9.00  9.00

 9.12 16 472

18  139  8.87  9.00  8.70

3  134  9.12  8.67  8.85  9.12

 9.30 15 484

14 485

1  135  9.03  9.25  9.30  9.30

 9.32  9.32

 9.58 13 502

10  9  9.28  9.28  9.32

11  128  8.39  9.58  8.66  9.58

 9.60 12 503

11 519

17  129  9.40  9.60  9.59  9.60

 9.84  9.84

 10.24 10 545

16  137  ×  9.83  9.84

13  122  ×  10.24  9.52  10.24

 10.30 9 549

8 551

4  121  10.30  9.49  ×  10.30

 10.33  10.33

 10.41 7 556

8  126  10.33  10.09  10.28

9  125  10.41  10.22  9.68  10.41

 10.48 6 561

5 577

15  127  10.16  9.62  10.48  10.48

 10.73  10.73

 10.78 4 581

20  130  10.19  10.73  10.44

14  7  10.62  10.78  10.56  10.78

 11.76 3 645

2 654

6  8  11.44  11.37  11.76  11.76

 11.90  11.90

 12.61 1 702

2  131  11.62  11.57  11.90

6

7  124  12.43  12.52  12.61  12.61

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山　暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 女子 七種競技 砲丸投4k 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 14:40 　終了時刻　 15:36 　



1組

無効

試技数

イトウ　アキコ ツクバダイ

伊藤　明子 筑波大・東京
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

中田　有紀 日本保育サービス・愛知

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

ヘンプヒル　恵 中央大・京都
イトウ　シオリ トウナン

伊藤　汐里 塔南高・京都
ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

西村　莉子 立命館大・兵庫
シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪
ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

仲澤　由依 北翔大・北海道
マツバラ　メグミ ツクバダイ

松原　恵 筑波大・奈良
スワマ　エミ コクシカンクラブ

諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京
キリヤマ　チエ モンテローザ

桐山　智衣 モンテローザ・東京
ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

萬　玲奈 京都教育大・滋賀
ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫
ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

山手　美久莉 国士舘大・埼玉
フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

藤沼　朱音 中央大・神奈川

2組

無効

試技数

タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

田中　来夢 大阪成蹊大・岡山
ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京

タカセ　レナ クマモトダイ

髙瀬　怜奈 熊本大・熊本
ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

平岡　麻由美 中央大・埼玉
ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

山岡　未与 東大阪大・大阪
カワカミ　ミハ コクシカンダイ

川上　美葉 国士舘大・長野
オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森
ハトリ　レナ チュウオウダイガク

羽鳥　玲奈 中央大・群馬

○ : 有効
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

－ : パス

8 534

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

 1.42xo xo xxx8  135 - - - o

 1.42 7 5347  130 - - - o o xo xxx

 1.45 6 566o xxx

599

6  137 - - - o o o

 1.48 4o xo o xxx

4 599

4  124 - - - o o

 1.48o xo o o xxx2  129 - - - -

 1.48 3 599o xxx5  126 - - - o o o o

 1.57 2 701o o xo xo xo xxx

701

3  138 - - - - o o

xxx  1.57 1o o o o o xo

 1.54  1.57  1.60

1  131 - - - - o

備考 1.27  1.30  1.33  1.36  1.39  1.42  1.45  1.48  1.51

0

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 順位 得点

NM -

13 666

12  134 xxx

 1.54xxx13  132 o o xxo xxo

 1.54 12 66614  121 o xo o xxo xxx

 1.54 11 666

666

4  136 - xxo o xo xxx

 1.54 10

9 666

10  8 o o xo o xxx

 1.54xxx9  133 o - o o

 1.57 8 7018  9 - o o o xxo xxx

 1.60 7 736xxx

736

11  128 - o xo xo o xxo

 1.60 6xxo xxx

5 736

6  127 o o o o xo

 1.60o xo xxx3  122 - - o o

 1.60 4 7362  139 o o o o o o xxx

 1.63 3 771xxo xxx

771

5  7 o - o o o xxo

 1.63 2o o xxx

1 879

7  125 - - o o o

xxx  1.72- o o xo o o1  120 - - - o

順位 得点 備考 1.45  1.48  1.51  1.54  1.57  1.60  1.63Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.66  1.69  1.72  1.75

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 坂本　融治

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 GP 女子 七種競技 走高跳 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 11:40 　終了時刻　 13:52 　



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

イトウ　アキコ ツクバダイ

1  120 伊藤　明子 筑波大・東京 4  24.70 915
ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

2  121 宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫 5  24.98 889
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

3  7 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 3  24.99 888
ハトリ　レナ チュウオウダイガク

4  135 羽鳥　玲奈 中央大・群馬 9  25.11 877
キリヤマ　チエ モンテローザ

5  8 桐山　智衣 モンテローザ・東京 6  25.32 858
マツバラ　メグミ ツクバダイ

6  9 松原　恵 筑波大・奈良 7  25.48 843
ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

7  124 山岡　未与 東大阪大・大阪 8  26.13 786
フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

8  134 藤沼　朱音 中央大・神奈川 2  27.46 674

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

1  128 仲澤　由依 北翔大・北海道 6  25.64 829
シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

2  127 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 7  26.05 793
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

3  125 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 3  26.06 792
ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

4  132 山手　美久莉 国士舘大・埼玉 8  26.39 763
オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

5  130 荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森 5  26.48 756
ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

6  136 萬　玲奈 京都教育大・滋賀 4  27.59 664
ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

7  129 平岡　麻由美 中央大・埼玉 2  28.69 577

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

イトウ　シオリ トウナン

1  139 伊藤　汐里 塔南高・京都 7  26.68 739
ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

2  138 村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京 4  27.04 708
カワカミ　ミハ コクシカンダイ

3  137 川上　美葉 国士舘大・長野 6  27.12 702
タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

4  131 田中　来夢 大阪成蹊大・岡山 3  28.05 627
タカセ　レナ クマモトダイ

5  126 髙瀬　怜奈 熊本大・熊本 8  28.09 624
ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

6  122 西村　莉子 立命館大・兵庫 2  28.23 613
スワマ　エミ コクシカンクラブ

7  133 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京 5  28.33 605
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風速 (+0.3 m/s)

風速 (+1.9 m/s)

《 決勝 》

風速 ( 0.0 m/s)

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 女子 七種競技 200m 15/4/25 16:40 ( 3組 ) 



トップ8

試技順

キリヤマ　チエ モンテローザ

桐山　智衣 モンテローザ・東京

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

ヘンプヒル　恵 中央大・京都

ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

中田　有紀 日本保育サービス・愛知

ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫

イトウ　アキコ ツクバダイ

伊藤　明子 筑波大・東京

ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

仲澤　由依 北翔大・北海道

マツバラ　メグミ ツクバダイ

松原　恵 筑波大・奈良

ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

西村　莉子 立命館大・兵庫

ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

山岡　未与 東大阪大・大阪

イトウ　シオリ トウナン

伊藤　汐里 塔南高・京都

フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

藤沼　朱音 中央大・神奈川

シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪

ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京

オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森

ハトリ　レナ チュウオウダイガク

羽鳥　玲奈 中央大・群馬

ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

萬　玲奈 京都教育大・滋賀

タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

田中　来夢 大阪成蹊大・岡山

カワカミ　ミハ コクシカンダイ

川上　美葉 国士舘大・長野

タカセ　レナ クマモトダイ

髙瀬　怜奈 熊本大・熊本

ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

平岡　麻由美 中央大・埼玉

スワマ　エミ コクシカンクラブ

諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京

ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

山手　美久莉 国士舘大・埼玉

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

   DNS -  -     22  132         

   DNS -  -     

   DNS -  -     

16  133         

13  129         

    4.68 +1.4  19 474+1.4       

    4.74 +1.8  18 490+1.8       

5  126  ×     ×     4.68 +1.4   4.68

2  137  ×     4.71 +1.2   4.74 +1.8   4.74

    4.90 +1.0  17 532+1.0       

    5.01 +1.1  16 562+1.1       

1  131  4.88 -2.2   4.74 +0.5   4.90 +1.0   4.90

9  136  4.79 +0.4   5.01 +1.1   4.76 -1.1   5.01

    5.06 -1.5  15 576-1.5       

    5.08 -0.7  14 581-0.7       

19  135  4.90 +1.9   4.89 -0.7   5.06 -1.5   5.06

21  130  5.02 -1.4   4.94 -2.0   5.08 -0.7   5.08

    5.14 -0.1  13 598-0.1       

    5.15 -1.0  12 601-1.0       

8  138  4.96 -0.8   4.95 +2.2   5.14 -0.1   5.14

10  127  5.15 -1.0   ×     3.63 +1.0   5.15

    5.16 +0.9  11 603+0.9       

    5.18 +1.3  10 609+1.3       

7  134  5.16 +0.9   ×     ×     5.16

4  139  5.18 +1.3   5.01 +0.3   4.82 -0.2   5.18

    5.25 +0.3  9 628+0.3       

    5.32  0.0  8 648 0.0       

11  124  5.24 +1.0   5.10 -0.8   5.25 +0.3   5.25

17  122  5.32  0.0   5.16 +1.2   ×     5.32

    5.46 +0.6  7 688+0.6       

    5.49 +0.2  6 697+0.2       

3  9  5.39 -1.0   ×     5.46 +0.6   5.46

18  128  5.41 -1.7   5.49 +0.2   ×     5.49

    5.73 +0.6  5 768+0.6       

    5.73  0.0  4 768 0.0       

15  120  ×     5.23 -1.8   5.73 +0.6   5.73

20  121  5.73  0.0   5.69 -2.2   5.60 +0.5   5.73

    5.79 -1.0  3 786-1.0       

  

6  125  5.79 -1.0   5.58 +0.1   5.75 +2.0   5.79

    5.81 +0.8  2 792+0.8       

Ord. No. 競技者名 所属

公認:5.66(0.3)

12  7  5.81 +0.8   5.71 +0.4   5.68 -0.2   5.81

   w 5.87 +2.1  1 810+2.1    14  8  5.87 +2.1   5.64 +0.7   5.66 +0.3   5.87

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 女子 七種競技 走幅跳 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 10:00 　終了時刻　 11:25 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 為森　ゆり子

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘



トップ8

試技順

タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

田中　来夢 大阪成蹊大・岡山

ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

西村　莉子 立命館大・兵庫

ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫

ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

仲澤　由依 北翔大・北海道

ハトリ　レナ チュウオウダイガク

羽鳥　玲奈 中央大・群馬

カワカミ　ミハ コクシカンダイ

川上　美葉 国士舘大・長野

キリヤマ　チエ モンテローザ

桐山　智衣 モンテローザ・東京

ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

中田　有紀 日本保育サービス・愛知

ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

ヘンプヒル　恵 中央大・京都

ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京

オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森

シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪

マツバラ　メグミ ツクバダイ

松原　恵 筑波大・奈良

イトウ　シオリ トウナン

伊藤　汐里 塔南高・京都

フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

藤沼　朱音 中央大・神奈川

タカセ　レナ クマモトダイ

髙瀬　怜奈 熊本大・熊本

ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

山岡　未与 東大阪大・大阪

イトウ　アキコ ツクバダイ

伊藤　明子 筑波大・東京

ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

萬　玲奈 京都教育大・滋賀

ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

山手　美久莉 国士舘大・埼玉

ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

平岡　麻由美 中央大・埼玉

スワマ　エミ コクシカンクラブ

諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京

× : 無効試技

－ : パス
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

DNS -

開始前

21  133

DNS -

4  132 -

5  129

DNS

 31.06 18 497

 30.10 19 47919  136  ×  30.10  29.77  30.10

16  124  29.93  31.47  30.08 17 504

15  120  30.45  31.06  29.65  31.06

 31.47  31.47

 31.64 15 508

 31.49 16 5059  126  31.49  －  －  31.49

17  139  32.30  31.66  32.02 14 520

20  134  31.64  29.97  30.49  31.64

 32.30  32.30

 33.42 12 542

 32.41 13 5227  9  ×  28.81  32.41  32.41

22  130  34.66  30.55  33.38 11 565

3  127  28.79  33.11  33.42  33.42

 34.66  34.66

 40.49 9 677

 36.96 10 60910  138  27.92  35.34  36.96  36.96

11  125  38.82  40.89  37.78 8 684

14  7  40.49  37.26  39.58  40.49

 40.89  40.89

 41.44 6 695

 41.32 7 6938  8  39.25  41.32  38.17  41.32

13  135  41.78  43.34  41.75 5 731

12  137  41.44  41.38  36.99  41.44

 43.34  43.34

 43.61 3 737

 43.41 4 7331  128  43.41  37.98  37.67  43.41

18  122  38.79  45.11  44.71 2 766

2  121  37.96  37.37  43.61  43.61

 45.11  45.11

Ord. No. 競技者名 所属

 46.79 1 7986  131  46.79  ×  46.45  46.79

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

6

種目 GP 女子 七種競技 やり投600g 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長 鳥井　昇
開始時刻　 13:00 　終了時刻　 13:55 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘



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

フジヌマ　アカネ チュウオウダイガク

1  134 藤沼　朱音 中央大・神奈川 10  2:21.09 809
イトウ　シオリ トウナン

2  139 伊藤　汐里 塔南高・京都 6  2:22.72 787
ヤマオカ　ミト ヒガシオオサカダイ

3  124 山岡　未与 東大阪大・大阪 3  2:26.64 736
タカセ　レナ クマモトダイ

4  126 髙瀬　怜奈 熊本大・熊本 8  2:27.88 720
ヨロズ　レナ キョウトキョウイクダイ

5  136 萬　玲奈 京都教育大・滋賀 9  2:29.38 701
ニシムラ　リコ リツメイカンダイ

6  122 西村　莉子 立命館大・兵庫 2  2:29.80 695
ムラカミ　ユカ トウキョウジョシタイイクダイエーシー

7  138 村上　結花 東京女子体育大ＡＣ・東京 5  2:30.36 688
オギハラ　ユリ カノヤタイイクダイ

8  130 荻原　佑梨 鹿屋体育大・青森 4  2:32.63 660
カワカミ　ミハ コクシカンダイ

9  137 川上　美葉 国士舘大・長野 7  2:32.87 657
タナカ　ライム オオサカセイケイダイ

10  131 田中　来夢 大阪成蹊大・岡山 1  2:40.09 572

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

イトウ　アキコ ツクバダイ

1  120 伊藤　明子 筑波大・東京 5  2:12.65 926
ウツノミヤ　エリ ソノダジョシカクエンジョシダイ

2  121 宇都宮　絵莉 園田学園女子大・兵庫 4  2:12.94 922
ヘンプヒル　メグ チュウオウダイ

3  7 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 1  2:13.54 913
ハトリ　レナ チュウオウダイガク

4  135 羽鳥　玲奈 中央大・群馬 9  2:16.95 865
シュレスタ　マヤ ヒガシオオサカダイケイアイコウ

5  127 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 8  2:21.88 798
マツバラ　メグミ ツクバダイ

6  9 松原　恵 筑波大・奈良 7  2:22.48 790
ナカタ　ユキ ニホンホイクサービス

7  125 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 3  2:26.22 741
キリヤマ　チエ モンテローザ

8  8 桐山　智衣 モンテローザ・東京 2  2:28.71 709
ナカザワ　ユイ ホクショウダイ

9  128 仲澤　由依 北翔大・北海道 6  2:34.35 639

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

スワマ　エミ コクシカンクラブ

-  133 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・東京 1 DNS
ヤマテ　ミクリ コクシカンダイ

-  132 山手　美久莉 国士舘大・埼玉 2 DNS
ヒラオカ　アユミ チュウオウダイガク

-  129 平岡　麻由美 中央大・埼玉 3 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場

《 決勝 》

リザルトリスト

2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 鳥井　昇
紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 出羽　靖弘

GP 女子 七種競技 800m 15/4/26 16:30 ( 3組 ) 



トップ8

試技順

ヌノカワ　アキラ オダカコウギョウ

布川　輝 小高工高・福島

イマイ　コウセイ キオウカンコウ

今井　幸星( 1 ) 紀央館高・和歌山

サカガミ　タクマ カイチコウ

阪上　拓真( 2 ) 開智高・和歌山

クスドウ　タカモト カシマコウ

楠堂　隆元( 2 ) 神島高・和歌山
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

 12.56  13.51 4

開始前

2  204  12.97  13.34  13.37  13.37 1  13.51  12.55

 13.49  13.67  ×  13.67 3

2

3  205  13.08  13.50  ×  13.50 2

 13.76 3  13.17  12.04  13.58  13.76

 14.95  15.67 1

1  203  12.07  12.68  13.76

6

4  201  15.44  15.14  ×  15.44 4  15.22  15.67

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 西山　暢亮

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 ユース 男子 砲丸投5k 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 小串　親秀
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 11:40 　
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試技順

ワカヤマ　テツヤ ラクヨウコウギョウ

若山　哲也 洛陽工高・京都
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科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

 ×  62.83 1

開始前

6

1  202  62.83  59.88  61.06  62.83 1  60.39  60.87

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 鈴木功太

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 ユース 男子 ハンマー投5k 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 小串　親秀
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:20 　
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試技順

ヒロサワ　ナナ カンサイオオクラコウ

広沢　南奈 関西大倉高・大阪

シンドウ　リカ イクノコウ

進堂　りか 生野高・大阪

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2015/04/26 14:19:18

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

終了後

 13.66 2  ×  12.58  12.47  13.661  201  12.17  11.97  13.66 2

開始前

 14.15  14.15 1 13.47 1  13.42  13.72

1 2 3

2  202  13.47  13.06  12.76

最高記録 順位 得点 備考
4 5 6

所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

試技
Ord. No. 競技者名

記録担当審判員 山澤　駿

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

小串　親秀
開始時刻　 11:00 　終了時刻　 12:12 　

種目 ユース 女子 砲丸投3k 決勝 期日・時刻
2015/4/26

審判長
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試技順

クワバラ　ミドリ ヒダカコウ

桑原　翠( 2 ) 日高高・和歌山

カンダ　チホ ハナゾノコウ

神田　千穂 花園高・京都

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2015/04/25 16:21:55

2

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

 48.05 1  45.64  47.82  ×  48.05

 ×  50.78 1

2  204  ×  46.38  48.05

6

1  203  50.31  ×  50.78  50.78 2  ×  49.77

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 鈴木功太

競技会名 2015日本選抜陸上和歌山大会 [15500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 出羽　靖弘

種目 ユース 女子 ハンマー投3k 決勝 期日・時刻
2015/4/25

審判長 小串　親秀
開始時刻　 14:15 　終了時刻　 15:25 　


