
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 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 w 13.35 (+2.3)  1.71  11.13  24.87 (-0.2) w 6.06 (+2.6)  45.02  2:19.32

ヘンプヒル　恵 1072 [1072] 867 [1939] 604 [2543] 899 [3442] 868 [4310] 764 [5074] 833 [5907]

ヤマサキ　ユキ w 14.01 (+2.3)  1.62  12.00  24.90 (-0.2)  5.65 (+0.9)  40.26  2:19.85

山﨑　有紀 977 [977] 759 [1736] 661 [2397] 896 [3293] 744 [4037] 672 [4709] 826 [5535]

キリヤマ　チエ w 13.67 (+2.3)  1.59  12.14  25.81 (-0.2)  5.84 (+1.2)  38.71  2:29.16

桐山　智衣 1026 [1026] 724 [1750] 670 [2420] 814 [3234] 801 [4035] 643 [4678] 703 [5381]

オオノ　ユイ w 13.97 (+2.3)  1.68  9.35  26.21 (+0.7)  5.68 (+1.1)  42.83  2:26.04

大野　優衣 983 [983] 830 [1813] 487 [2300] 779 [3079] 753 [3832] 722 [4554] 743 [5297]

シュレスタ　マヤ  14.82 (-0.8)  1.65  10.79  26.27 (+0.7)  5.33 (+1.0)  38.87  2:20.95

シュレスタ　まや 866 [866] 795 [1661] 581 [2242] 774 [3016] 651 [3667] 646 [4313] 811 [5124]

ドウワキ　ユウカ w 14.04 (+2.3)  1.50  9.61  25.87 (-0.2)  5.48 (+1.5)  38.20  2:18.02

堂脇　優香 973 [973] 621 [1594] 504 [2098] 809 [2907] 694 [3601] 633 [4234] 851 [5085]

ヤマテ　ミクリ w 13.93 (+2.3)  1.56  10.21  26.19 (+0.5)  5.66 (+1.0)  36.76  2:27.92

山手　美久莉 988 [988] 689 [1677] 543 [2220] 781 [3001] 747 [3748] 605 [4353] 719 [5072]

ナカタ　ユキ  14.81 (-0.8)  1.59  9.82  26.51 (+0.5)  5.64 ( 0.0)  38.13  2:30.02

中田　有紀 867 [867] 724 [1591] 518 [2109] 753 [2862] 741 [3603] 631 [4234] 693 [4927]

オクムラ　アヤネ  14.98 (-0.6)  1.50  11.26  25.79 (-0.2)  5.38 (+0.2)  36.43  2:24.11

奥村　彩音 844 [844] 621 [1465] 612 [2077] 816 [2893] 665 [3558] 599 [4157] 769 [4926]

ニシムラ　リコ  15.17 (-0.6)  1.62  10.80  27.40 (+0.5)  5.07 (+1.0)  48.72  2:35.01

西村　莉子 819 [819] 759 [1578] 582 [2160] 679 [2839] 578 [3417] 835 [4252] 631 [4883]

フジヌマ　アカネ  14.89 (-0.6)  1.53  10.75  25.65 (+0.7)  5.01 (-0.6)  30.70  2:17.20

藤沼　朱音 856 [856] 655 [1511] 579 [2090] 828 [2918] 562 [3480] 490 [3970] 862 [4832]

マツオカ　エリ  14.52 (-0.8)  1.62  9.59  26.73 (+0.5)  5.45 ( 0.0)  39.94  2:40.26

松岡　絵里 906 [906] 759 [1665] 503 [2168] 734 [2902] 686 [3588] 666 [4254] 570 [4824]

スワマ　エミ  15.25 (-0.8)  1.59  9.95  27.44 (+0.5)  4.98 (+1.5)  35.92  2:25.71

諏訪間　恵美 809 [809] 724 [1533] 526 [2059] 676 [2735] 554 [3289] 589 [3878] 748 [4626]

ヨロズ　レナ  15.52 (-0.6)  1.62  8.25  27.07 (+0.5)  5.21 (+0.9)  32.63  2:28.68

萬　玲奈 774 [774] 759 [1533] 416 [1949] 706 [2655] 617 [3272] 527 [3799] 710 [4509]

トオヤマ　ミキ  14.67 (-0.8)  1.45  9.78  26.32 (+0.7)  5.01 (-0.1)  30.96  2:36.08

遠山　実希 886 [886] 566 [1452] 515 [1967] 769 [2736] 562 [3298] 495 [3793] 619 [4412]

イシグロ　リエ  15.34 (-0.6)  1.56  8.72  27.03 (-0.2) w 5.21 (+2.2)  27.78  2:37.68

石黒　りえ 797 [797] 689 [1486] 446 [1932] 709 [2641] 617 [3258] 435 [3693] 600 [4293]

ワタナベ　アユカ  14.95 (-0.8)  1.53  9.41  25.88 (+0.7)  4.77 (-0.2)  42.52 DNF

渡辺　歩佳 848 [848] 655 [1503] 491 [1994] 808 [2802] 498 [3300] 716 [4016] 0 [4016]

ウツノミヤ　エリ w 13.92 (+2.3)  1.59  10.39 DNS DNS DNS

宇都宮　絵莉 990 [990] 724 [1714] 555 [2269] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

カワグチ　マヤ  14.78 (-0.8)  1.53  9.66  26.59 (+0.7) w 4.84 (+2.1) DNS

川口　真弥 871 [871] 655 [1526] 507 [2033] 746 [2779] 516 [3295] - [-] 　　　　[　　　　]

タカハシ　コノカ DNS DNS DNS DNS DNS DNS

高橋　このか - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

種目 女子 七種競技 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 中央大 3442 1 2465 [1]  5907 1

2  12 九州共立大 3293 2 2242 [2]  5535 2

4  14 ﾔﾏﾀﾞ電機 3234 3 2147 [5]  5381 3

8  18 白梅学園高 3079 4 2218 [3]  5297 4

6  16 筑波大 3016 5 2108 [6]  5124 5

10  20 武庫川女子大 2907 8 2178 [4]  5085 6

18  28 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3001 6 2071 [7]  5072 7

14  24 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 2862 11 2065 [8]  4927 8

9  19 東京学芸大 2893 10 2033 [10]  4926 9

5  15 武庫川女子大 2839 12 2044 [9]  4883 10

12  22 中央大 2918 7 1914 [12]  4832 11

15  25 環太平洋大 2902 9 1922 [11]  4824 12

16  26 国士舘ｸﾗﾌﾞ 2735 16 1891 [13]  4626 13

17  27 滋賀陸協 2655 17 1854 [14]  4509 14

19  29 ﾄﾖﾀ自動車 2736 15 1676 [15]  4412 15

20  30 座間市陸協 2641 18 1652 [16]  4293 16

13  23 日本体育大 2802 13 1214 [17]  4016 17

-

-

w (wind assist) : 追風参考

3  13 長谷川体育施設 - -

11  21 筑波大 2779 14

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場
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7  17 東京学芸大 - - -



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

1  22 藤沼　朱音 中央大 5  14.89 856
オクムラ　アヤネ

2  19 奥村　彩音 東京学芸大 6  14.98 844
ニシムラ　リコ

3  15 西村　莉子 武庫川女子大 4  15.17 819
イシグロ　リエ

4  30 石黒　りえ 座間市陸協 7  15.34 797
ヨロズ　レナ

5  27 萬　玲奈 滋賀陸協 3  15.52 774
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 2 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

マツオカ　エリ

1  25 松岡　絵里 環太平洋大 2  14.52 906
トオヤマ　ミキ

2  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 3  14.67 886
カワグチ　マヤ

3  21 川口　真弥 筑波大 6  14.78 871
ナカタ　ユキ

4  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 4  14.81 867
シュレスタ　マヤ

5  16 シュレスタ　まや 筑波大 5  14.82 866
ワタナベ　アユカ

6  23 渡辺　歩佳 日本体育大 8  14.95 848
スワマ　エミ

7  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 7  15.25 809

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

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 6 w 13.35 1072
キリヤマ　チエ

2  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 7 w 13.67 1026
ウツノミヤ　エリ

3  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 8 w 13.92 990
ヤマテ　ミクリ

4  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3 w 13.93 988
オオノ　ユイ

5  18 大野　優衣 白梅学園高 5 w 13.97 983
ヤマサキ　ユキ

6  12 山﨑　有紀 九州共立大 4 w 14.01 977
ドウワキ　ユウカ

7  20 堂脇　優香 武庫川女子大 2 w 14.04 973
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風速 (+2.3 m/s)

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

風速 (-0.8 m/s)

《 決勝 》

風速 (-0.6 m/s)

女子 七種競技 100mH 17/6/10 10:30 ( 3組 ) 

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 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

ヘンプヒル　メグ

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 9  1.71 867 -    |-    |-    |o    |-    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
オオノ　ユイ

2  18 大野　優衣 白梅学園高 5  1.68 830 o    |xo   |o    |xo   |o    |xxo  |o    |xxo  |xxx  
シュレスタ　マヤ

3  16 シュレスタ　まや 筑波大 8  1.65 795 o    |o    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ヤマサキ　ユキ

4  12 山﨑　有紀 九州共立大 10  1.62 759 -    |o    |o    |o    |xo   |o    |xxx  
マツオカ　エリ

5  25 松岡　絵里 環太平洋大 12  1.62 759 -    |o    |o    |o    |xxo  |o    |xxx  
ヨロズ　レナ

6  27 萬　玲奈 滋賀陸協 3  1.62 759 o    |o    |xo   |xo   |o    |xo   |xxx  
ニシムラ　リコ

6  15 西村　莉子 武庫川女子大 13  1.62 759 -    |-    |-    |xo   |xo   |xo   |xxx  
ウツノミヤ　エリ

8  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 2  1.59 724 -    |o    |o    |xo   |o    |xxx  
スワマ　エミ

8  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 6  1.59 724 xo   |o    |o    |o    |o    |xxx  
キリヤマ　チエ

10  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 1  1.59 724 -    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
ワタナベ　アユカ

11  23 渡辺　歩佳 日本体育大 7  1.53 655 -    |xo   |o    |xxx  
オクムラ　アヤネ

12  19 奥村　彩音 東京学芸大 4  1.50 621 o    |o    |xxx  
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 11 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.30| 1.35| 1.40| 1.45| 1.50| 1.53| 1.56| 1.59| 1.62

ナカタ　ユキ

1  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 4  1.59 724 -    |-    |-    |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ヤマテ　ミクリ

2  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  1.56 689 -    |-    |-    |o    |o    |xo   |o    |xxx  
イシグロ　リエ

3  30 石黒　りえ 座間市陸協 6  1.56 689 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
カワグチ　マヤ

4  21 川口　真弥 筑波大 7  1.53 655 -    |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
フジヌマ　アカネ

5  22 藤沼　朱音 中央大 5  1.53 655 -    |-    |-    |-    |o    |xo   |xxx  
ドウワキ　ユウカ

6  20 堂脇　優香 武庫川女子大 2  1.50 621 -    |-    |-    |o    |xxo  |xxx  
トオヤマ　ミキ

7  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 1  1.45 566 -    |o    |o    |o    |xxx  

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

女子 七種競技 走高跳 17/6/10 11:20 ( 2組 ) 

《 決勝 》

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



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
キリヤマ　チエ

1  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 6  12.14 670 11.78 | 12.14 | 11.39
ヤマサキ　ユキ

2  12 山﨑　有紀 九州共立大 10  12.00 661 12.00 | 10.48 | 11.53
オクムラ　アヤネ

3  19 奥村　彩音 東京学芸大 3  11.26 612 10.64 | 10.87 | 11.26
ヘンプヒル　メグ

4  11 ヘンプヒル　恵 中央大 8  11.13 604 11.13 | 10.95 | 10.78
ニシムラ　リコ

5  15 西村　莉子 武庫川女子大 5  10.80 582 10.08 | 10.69 | 10.80
シュレスタ　マヤ

6  16 シュレスタ　まや 筑波大 9  10.79 581 10.27 | 10.79 | 9.30
フジヌマ　アカネ

7  22 藤沼　朱音 中央大 11  10.75 579 9.41 | 10.04 | 10.75
ウツノミヤ　エリ

8  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 12  10.39 555 10.39 | × | 10.10
ヤマテ　ミクリ

9  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 16  10.21 543 9.41 | 10.21 | 8.93
スワマ　エミ

10  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 14  9.95 526 9.95 | 9.17 | 9.86
ナカタ　ユキ

11  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 4  9.82 518 9.55 | 9.78 | 9.82
トオヤマ　ミキ

12  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 15  9.78 515 9.49 | 9.78 | 9.13
カワグチ　マヤ

13  21 川口　真弥 筑波大 13  9.66 507 9.64 | 9.26 | 9.66
ドウワキ　ユウカ

14  20 堂脇　優香 武庫川女子大 2  9.61 504 8.96 | 9.24 | 9.61
マツオカ　エリ

15  25 松岡　絵里 環太平洋大 19  9.59 503 9.59 | 8.86 | ×
ワタナベ　アユカ

16  23 渡辺　歩佳 日本体育大 18  9.41 491 × | 9.17 | 9.41
オオノ　ユイ

17  18 大野　優衣 白梅学園高 20  9.35 487 8.17 | 8.80 | 9.35
イシグロ　リエ

18  30 石黒　りえ 座間市陸協 17  8.72 446 8.44 | 8.72 | 7.73
ヨロズ　レナ

19  27 萬　玲奈 滋賀陸協 1  8.25 416 8.23 | 8.15 | 8.25
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 7 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

女子 七種競技 砲丸投4k 17/6/10 14:40  

《 決勝 》
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技



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

ヤマテ　ミクリ

1  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 7  26.19 781
ナカタ　ユキ

2  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 6  26.51 753
マツオカ　エリ

3  25 松岡　絵里 環太平洋大 4  26.73 734
ヨロズ　レナ

4  27 萬　玲奈 滋賀陸協 5  27.07 706
ニシムラ　リコ

5  15 西村　莉子 武庫川女子大 3  27.40 679
スワマ　エミ

6  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 2  27.44 676

2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

1  22 藤沼　朱音 中央大 5  25.65 828
ワタナベ　アユカ

2  23 渡辺　歩佳 日本体育大 7  25.88 808
オオノ　ユイ

3  18 大野　優衣 白梅学園高 4  26.21 779
シュレスタ　マヤ

4  16 シュレスタ　まや 筑波大 6  26.27 774
トオヤマ　ミキ

5  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 3  26.32 769
カワグチ　マヤ

6  21 川口　真弥 筑波大 8  26.59 746
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 2 DNS

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

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 4  24.87 899
ヤマサキ　ユキ

2  12 山﨑　有紀 九州共立大 5  24.90 896
オクムラ　アヤネ

3  19 奥村　彩音 東京学芸大 7  25.79 816
キリヤマ　チエ

4  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 3  25.81 814
ドウワキ　ユウカ

5  20 堂脇　優香 武庫川女子大 8  25.87 809
イシグロ　リエ

6  30 石黒　りえ 座間市陸協 2  27.03 709
ウツノミヤ　エリ

-  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 6 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

女子 七種競技 200m 17/6/10 17:35 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.5 m/s)

風速 (+0.7 m/s)

風速 (-0.2 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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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

キリヤマ　チエ

1  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 4  5.84 (+1.2) 801 5.84(+1.2) | ×( - ) | 5.81(+0.7)
オオノ　ユイ

2  18 大野　優衣 白梅学園高 5  5.68 (+1.1) 753 5.68(+1.1) | ×( - ) | ×( - )
ヤマサキ　ユキ

3  12 山﨑　有紀 九州共立大 7  5.65 (+0.9) 744 5.38(+1.3) | 5.33(+0.5) | 5.65(+0.9)
ナカタ　ユキ

4  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 8  5.64 ( 0.0) 741 5.64( 0.0) | 5.25(+0.3) | 5.61(+2.4)
シュレスタ　マヤ

5  16 シュレスタ　まや 筑波大 1  5.33 (+1.0) 651 5.16(+1.9) | 5.33(+1.0) | 5.25(+2.7)
ヨロズ　レナ

6  27 萬　玲奈 滋賀陸協 2  5.21 (+0.9) 617 5.15(+1.5) | 5.08(+1.1) | 5.21(+0.9)
ニシムラ　リコ

7  15 西村　莉子 武庫川女子大 3  5.07 (+1.0) 578 5.01(+0.9) | 5.07(+1.0) | 4.94(+0.7)
フジヌマ　アカネ

8  22 藤沼　朱音 中央大 6  5.01 (-0.6) 562 ×( - ) | ×( - ) | 5.01(-0.6)
カワグチ　マヤ

9  21 川口　真弥 筑波大 9 w 4.84 (+2.1) 516 4.84(+2.1) | －( - ) | －( - )
ワタナベ　アユカ

10  23 渡辺　歩佳 日本体育大 10  4.77 (-0.2) 498 4.77(-0.2) | 4.68(-0.7) | 4.73(+1.1)

2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

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 4 w 6.06 (+2.6) 868 公認:6.03(1.3) 5.83( 0.0) | 6.06(+2.6) | 6.03(+1.3)
ヤマテ　ミクリ

2  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 8  5.66 (+1.0) 747 5.26(-0.7) | 5.66(+1.0) | 5.55(+0.3)
ドウワキ　ユウカ

3  20 堂脇　優香 武庫川女子大 5  5.48 (+1.5) 694 5.48(+1.5) | ×( - ) | 5.47(+0.4)
マツオカ　エリ

4  25 松岡　絵里 環太平洋大 10  5.45 ( 0.0) 686 5.09(+4.1) | 5.45( 0.0) | 5.36(+0.3)
オクムラ　アヤネ

5  19 奥村　彩音 東京学芸大 9  5.38 (+0.2) 665 5.26(+0.4) | 5.38(+0.2) | 5.20(+1.5)
イシグロ　リエ

6  30 石黒　りえ 座間市陸協 7 w 5.21 (+2.2) 617 公認:5.03(-1.1) 5.21(+2.2) | 5.03(-1.1) | 5.00(+0.2)
トオヤマ　ミキ

7  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 2  5.01 (-0.1) 562 5.01(-0.1) | 4.93(+0.9) | 4.95(+0.7)
スワマ　エミ

8  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1  4.98 (+1.5) 554 4.98(+1.5) | 4.88(+0.5) | 4.90( 0.0)
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 3 DNS (-)
ウツノミヤ　エリ

-  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 6 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] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

女子 七種競技 走幅跳 17/6/11 10:10 ( 2組 ) 

《 決勝 》

－ : パス
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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

1  15 西村　莉子 武庫川女子大 9  48.72 835 42.67 | 43.48 | 48.72
ヘンプヒル　メグ

2  11 ヘンプヒル　恵 中央大 6  45.02 764 45.02 | 43.19 | 44.88
オオノ　ユイ

3  18 大野　優衣 白梅学園高 5  42.83 722 37.55 | 38.83 | 42.83
ワタナベ　アユカ

4  23 渡辺　歩佳 日本体育大 14  42.52 716 42.52 | 41.15 | 40.77
ヤマサキ　ユキ

5  12 山﨑　有紀 九州共立大 13  40.26 672 40.26 | 39.53 | 38.53
マツオカ　エリ

6  25 松岡　絵里 環太平洋大 12  39.94 666 39.06 | 39.94 | ×
シュレスタ　マヤ

7  16 シュレスタ　まや 筑波大 10  38.87 646 38.87 | 37.14 | 37.50
キリヤマ　チエ

8  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 3  38.71 643 36.44 | 38.71 | 36.34
ドウワキ　ユウカ

9  20 堂脇　優香 武庫川女子大 19  38.20 633 38.20 | 37.03 | 35.92
ナカタ　ユキ

10  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 11  38.13 631 38.13 | 35.09 | 36.06
ヤマテ　ミクリ

11  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 20  36.76 605 33.59 | 32.14 | 36.76
オクムラ　アヤネ

12  19 奥村　彩音 東京学芸大 16  36.43 599 33.78 | 31.51 | 36.43
スワマ　エミ

13  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 4  35.92 589 × | 35.92 | 33.14
ヨロズ　レナ

14  27 萬　玲奈 滋賀陸協 2  32.63 527 31.07 | 32.63 | 30.92
トオヤマ　ミキ

15  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 17  30.96 495 30.45 | 30.33 | 30.96
フジヌマ　アカネ

16  22 藤沼　朱音 中央大 1  30.70 490 28.33 | 30.70 | 27.33
イシグロ　リエ

17  30 石黒　りえ 座間市陸協 15  27.78 435 24.68 | × | 27.78
タカハシ　コノカ

-  17 高橋　このか 東京学芸大 7 DNS
ウツノミヤ　エリ

-  13 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 8 DNS
カワグチ　マヤ

-  21 川口　真弥 筑波大 18 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

女子 七種競技 やり投600g 17/6/11 13:30  

《 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 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

フジヌマ　アカネ

1  22 藤沼　朱音 中央大 5  2:17.20 862
ドウワキ　ユウカ

2  20 堂脇　優香 武庫川女子大 1  2:18.02 851
オクムラ　アヤネ

3  19 奥村　彩音 東京学芸大 3  2:24.11 769
スワマ　エミ

4  26 諏訪間　恵美 国士舘ｸﾗﾌﾞ 6  2:25.71 748
ヨロズ　レナ

5  27 萬　玲奈 滋賀陸協 7  2:28.68 710
ナカタ　ユキ

6  24 中田　有紀 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 2  2:30.02 693
トオヤマ　ミキ

7  29 遠山　実希 ﾄﾖﾀ自動車 8  2:36.08 619
イシグロ　リエ

8  30 石黒　りえ 座間市陸協 9  2:37.68 600
ワタナベ　アユカ

-  23 渡辺　歩佳 日本体育大 4 DNF 0

2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

1  11 ヘンプヒル　恵 中央大 1  2:19.32 833
ヤマサキ　ユキ

2  12 山﨑　有紀 九州共立大 2  2:19.85 826
シュレスタ　マヤ

3  16 シュレスタ　まや 筑波大 6  2:20.95 811
オオノ　ユイ

4  18 大野　優衣 白梅学園高 4  2:26.04 743
ヤマテ　ミクリ

5  28 山手　美久莉 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5  2:27.92 719
キリヤマ　チエ

6  14 桐山　智衣 ﾔﾏﾀﾞ電機 3  2:29.16 703
ニシムラ　リコ

7  15 西村　莉子 武庫川女子大 8  2:35.01 631
マツオカ　エリ

8  25 松岡　絵里 環太平洋大 7  2:40.26 570
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DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

女子 七種競技 800m 17/6/11 16:10 ( 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] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生


