
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 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
USHIRO Keisuke コクシカンクラブ w 11.21 (+3.2) w 7.05 (+3.1)  14.36  1.96  50.80  15.05 (+0.5)  45.43  5.00  67.04  4:47.08

右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 814 [814] 826 [1640] 750 [2390] 767 [3157] 778 [3935] 843 [4778] 776 [5554] 910 [6464] 844 [7308] 636 [7944]
NAKAMURA Akihiko スズキハママツＡＣ  10.79 (+1.4) w 7.30 (+3.1)  12.26  1.93  49.17  14.20 (+0.2)  37.39  4.70  54.52  4:21.16

中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 908 [908] 886 [1794] 622 [2416] 740 [3156] 853 [4009] 949 [4958] 612 [5570] 819 [6389] 656 [7045] 804 [7849]
MARUYAMA Yuma ニホンダイ  10.80 (+1.4) w 7.59 (+2.9)  12.80  1.99  50.27  14.08 (+0.2)  38.71  4.20  59.93  4:48.83

丸山　優真 日本大 906 [906] 957 [1863] 655 [2518] 794 [3312] 802 [4114] 964 [5078] 638 [5716] 673 [6389] 737 [7126] 626 [7752]
OKUDA Keisuke トウカイダイ  10.56 (+1.4)  7.34 (+0.6)  13.59  1.93  48.74  15.01 (+0.5)  32.24  4.20  53.38  4:48.24

奥田　啓祐 東海大 961 [961] 896 [1857] 703 [2560] 740 [3300] 874 [4174] 848 [5022] 509 [5531] 673 [6204] 639 [6843] 629 [7472]
MORIMOTO Kimito ダイサン  10.90 (+1.4) w 7.11 (+2.8)  11.70  1.90  49.70  14.91 (+0.5)  37.08  4.50  60.76  4:55.63

森本　公人 daisan 883 [883] 840 [1723] 588 [2311] 714 [3025] 828 [3853] 860 [4713] 605 [5318] 760 [6078] 749 [6827] 585 [7412]
SHIOZAKI Suguru ニホンダイ w 10.98 (+3.2) w 7.27 (+3.6)  11.40  1.93  50.99  14.62 (+0.2)  29.03  4.50  56.97  4:50.26

潮崎　傑 日本大 865 [865] 878 [1743] 570 [2313] 740 [3053] 770 [3823] 896 [4719] 445 [5164] 760 [5924] 692 [6616] 617 [7233]
KAWASAKI Kazuya ワタナベパイプ  10.88 (+1.4)  6.99 (+0.8)  11.49  1.85  50.12  15.73 (+0.6)  39.27  4.40  53.39  4:42.81

川﨑　和也 渡辺パイプ 888 [888] 811 [1699] 575 [2274] 670 [2944] 809 [3753] 763 [4516] 650 [5166] 731 [5897] 639 [6536] 663 [7199]
NIMAIDA Ippei チームキラボシ w 10.96 (+3.0)  7.12 (+1.5)  12.58  1.90  50.65  14.62 (+0.2)  33.54  4.20  44.28  4:48.02

二枚田　一平 Team綺羅星 870 [870] 842 [1712] 642 [2354] 714 [3068] 785 [3853] 896 [4749] 535 [5284] 673 [5957] 504 [6461] 631 [7092]
KURIHARA Akimasa トウキョウリクキョウ w 10.95 (+3.2)  6.89 (+1.5)  10.91  1.90  50.57  15.02 (+0.5)  33.42  4.40  49.43  4:38.04

栗原　彰理 東京陸協 872 [872] 788 [1660] 540 [2200] 714 [2914] 789 [3703] 847 [4550] 532 [5082] 731 [5813] 580 [6393] 693 [7086]
KATAYAMA Kazuya タカラグループ w 11.10 (+3.0) w 6.73 (+3.4)  12.86  1.85  50.74  16.23 (+0.6)  38.90  4.50  52.13  4:43.43

片山　和也 宝グループ 838 [838] 750 [1588] 659 [2247] 670 [2917] 781 [3698] 707 [4405] 642 [5047] 760 [5807] 620 [6427] 659 [7086]
KISHIKAWA Yu ニホンダイ w 11.06 (+3.2)  7.03 (+0.9)  10.93  1.90  49.95  15.13 (+0.6)  32.13  4.60  44.88  4:42.60

岸川　勇 日本大 847 [847] 821 [1668] 542 [2210] 714 [2924] 817 [3741] 834 [4575] 507 [5082] 790 [5872] 513 [6385] 664 [7049]
OKAYAMA Syogo キュウシュウキョウリツダイ w 11.40 (+3.2)  6.77 (+1.1)  10.85  1.85  50.99  15.02 (+0.6)  32.68  4.40  56.54  4:29.11

岡山　省吾 九州共立大 774 [774] 760 [1534] 537 [2071] 670 [2741] 770 [3511] 847 [4358] 517 [4875] 731 [5606] 686 [6292] 750 [7042]
ARATANI Nobuhiko トウキョウガクゲイダイ  10.86 (+1.4)  7.10 (+1.5)  10.62  1.75  50.08  15.78 (+0.6)  31.49  4.70  51.44  4:38.66

荒谷　亘彦 東京学芸大 892 [892] 838 [1730] 523 [2253] 585 [2838] 811 [3649] 758 [4407] 494 [4901] 819 [5720] 610 [6330] 689 [7019]
NAKAOMI Takahide コクサイブドウダイ w 11.36 (+3.2)  6.62 (-0.4)  11.01  1.93  50.37  15.08 (+0.5)  31.59  4.00  48.12  4:30.06

中臣　貴英 国際武道大 782 [782] 725 [1507] 546 [2053] 740 [2793] 798 [3591] 840 [4431] 496 [4927] 617 [5544] 561 [6105] 744 [6849]
TSUJII Ryota アラキスポーツ w 11.66 (+3.2)  6.50 (+1.8)  12.49  1.80  54.53  16.02 (+0.6)  36.67  4.20  58.49  4:56.50

辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 719 [719] 697 [1416] 636 [2052] 627 [2679] 618 [3297] 730 [4027] 597 [4624] 673 [5297] 715 [6012] 580 [6592]
SHIMIZU Tsuyoshi エヌティエヌ w 10.91 (+3.0)  7.04 (+0.3)  11.47  1.93  50.88  15.01 (+0.5)  36.90 NM  50.61  4:54.58

清水　剛士 NTN 881 [881] 823 [1704] 574 [2278] 740 [3018] 774 [3792] 848 [4640] 602 [5242] 0 [5242] 598 [5840] 591 [6431]

種目 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 18/6/16～18/6/17 審判長 鈴木 一弘

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

2  12 3935 4 4009 [1] w 7944 1

1  11 4009 3 3840 [2]  7849 2

19  29 4114 2 3638 [3]  7752 3

15  25 4174 1 3298 [12]  7472 4

3  13 3853 6 3559 [4]  7412 5

8  18 3823 8 3410 [7] w 7233 6

4  14 3753 10 3446 [6]  7199 7

13  23 3853 6 3239 [15]  7092 8

9  19 3703 12 3383 [9]  7086 9

7  17 3698 13 3388 [8] w 7086 9
公認
7029

10  20 3741 11 3308 [11]  7049 11

12  22 3511 16 3531 [5]  7042 12

20  30 3649 14 3370 [10]  7019 13

16  26 3591 15 3258 [14]  6849 14

18  28 3297 17 3295 [13]  6592 15

5  15 3792 9 2639 [16]  6431 16



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

種目 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 18/6/16～18/6/17 審判長 鈴木 一弘

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

TAUE Shun ジュンテンドウダイ  11.04 (+1.4)  7.07 (+1.0)  11.64  1.96  49.18  14.39 (+0.2)  31.57 DNS

田上　駿 順天堂大 852 [852] 830 [1682] 585 [2267] 767 [3034] 853 [3887] 925 [4812] 495 [5307] - [-] 　　　　[　　　　] 　　　　[　　　　]

SAKAMOTO Toshiki オオスミカノヤビョウイン w 11.07 (+3.0) w 7.06 (+3.8)  10.67  1.85 DNS DNS DNS DNS

坂本　都志記 大隅鹿屋病院 845 [845] 828 [1673] 526 [2199] 670 [2869] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　] 　　　　[　　　　]

KOUHA Wilson Takashi ニホンダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　] 　　　　[　　　　]

OGURA Nozomu ツクバダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

小倉　希望 筑波大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　] 　　　　[　　　　]

6  16 3887 5 - DNF

17  27 - - - DNF

w (wind assist) : 追風参考

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場
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- DNS

14  24 - - - DNS

11  21 - -

NM (No Marks) : 記録無し



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

クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

1  19 栗原　彰理 東京陸協 8 w 10.95 872
シオザキ　スグル ニホンダイ

2  18 潮崎　傑 日本大 6 w 10.98 865
キシカワ　ユウ ニホンダイ

3  20 岸川　勇 日本大 3 w 11.06 847
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

4  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 7 w 11.21 814
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

5  26 中臣　貴英 国際武道大 4 w 11.36 782
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

6  22 岡山　省吾 九州共立大 2 w 11.40 774
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

7  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 5 w 11.66 719

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

1  15 清水　剛士 NTN 7 w 10.91 881
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

2  23 二枚田　一平 Team綺羅星 4 w 10.96 870
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

3  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 3 w 11.07 845
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

4  17 片山　和也 宝グループ 6 w 11.10 838
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 5 DNS
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 8 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

オクダ　ケイスケ トウカイダイ

1  25 奥田　啓祐 東海大 4  10.56 961
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

2  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  10.79 908
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

3  29 丸山　優真 日本大 2  10.80 906
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

4  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 8  10.86 892
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

5  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 7  10.88 888
モリモト　キミト ダイサン

6  13 森本　公人 daisan 3  10.90 883
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

7  16 田上　駿 順天堂大 5  11.04 852
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風速 (+1.4 m/s)

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

風速 (+3.0 m/s)

《 決勝 》

風速 (+3.2 m/s)

男子 十種競技 100m 18/6/16 09:55 ( 3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] 鈴木 一弘
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 風速 得点 備考

マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

1  29 丸山　優真 日本大 6 w 7.59 (+2.9) 957 7.20(+2.1) | 7.59(+2.9) | 7.50(+2.6)
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

2  25 奥田　啓祐 東海大 2  7.34 (+0.6) 896 7.34(+0.6) | 7.17(+3.0) | 7.04(+1.0)
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

3  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 3 w 7.30 (+3.1) 886 公認:7.13(1.0) 7.13(+1.0) | 6.74(+2.2) | 7.30(+3.1)
モリモト　キミト ダイサン

4  13 森本　公人 daisan 7 w 7.11 (+2.8) 840 6.88(+2.6) | ×( - ) | 7.11(+2.8)
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

5  16 田上　駿 順天堂大 8  7.07 (+1.0) 830 7.07(+1.0) | 7.00(+2.7) | 6.99(+2.1)
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

6  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5 w 7.05 (+3.1) 826 6.74(+2.7) | 6.97(+3.0) | 7.05(+3.1)
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

7  15 清水　剛士 NTN 1  7.04 (+0.3) 823 6.81(+0.2) | ×( - ) | 7.04(+0.3)
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

8  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 4  6.99 (+0.8) 811 6.68(+2.6) | 6.90(+1.3) | 6.99(+0.8)
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

9  19 栗原　彰理 東京陸協 10  6.89 (+1.5) 788 6.89(+1.5) | ×( - ) | ×( - )
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 9 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

シオザキ　スグル ニホンダイ

1  18 潮崎　傑 日本大 4 w 7.27 (+3.6) 878 7.27(+3.6) | 7.11(+3.1) | 6.99(+3.2)
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

2  23 二枚田　一平 Team綺羅星 5  7.12 (+1.5) 842 6.91(+1.8) | 6.96(+1.6) | 7.12(+1.5)
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

3  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 7  7.10 (+1.5) 838 6.83(+1.8) | 7.06(+1.5) | 7.10(+1.5)
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

4  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 6 w 7.06 (+3.8) 828 公認:6.52(1.5) 6.88(+3.5) | 7.06(+3.8) | 6.52(+1.5)
キシカワ　ユウ ニホンダイ

5  20 岸川　勇 日本大 2  7.03 (+0.9) 821 6.53( 0.0) | 6.80(+1.7) | 7.03(+0.9)
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

6  22 岡山　省吾 九州共立大 3  6.77 (+1.1) 760 6.73(+1.2) | 6.77(+1.1) | ×( - )
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

7  17 片山　和也 宝グループ 1 w 6.73 (+3.4) 750 公認:6.48(0.2) 6.48(+0.2) | 6.73(+3.4) | 6.56(+3.1)
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

8  26 中臣　貴英 国際武道大 10  6.62 (-0.4) 725 ×( - ) | 6.62(-0.4) | ×( - )
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

9  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 8  6.50 (+1.8) 697 6.40(+2.0) | 6.44(+2.3) | 6.50(+1.8)
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 9 DNS

男子 十種競技 走幅跳 18/6/16 11:10 ( 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生
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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：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

1  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5  14.36 750 14.26 | 14.36 | ×
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

2  25 奥田　啓祐 東海大 4  13.59 703 13.29 | 13.59 | ×
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

3  17 片山　和也 宝グループ 2  12.86 659 12.86 | 12.82 | 12.57
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

4  29 丸山　優真 日本大 3  12.80 655 12.80 | 12.42 | ×
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

5  23 二枚田　一平 Team綺羅星 9  12.58 642 12.49 | 12.58 | 12.49
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

6  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 6  12.49 636 11.35 | 12.17 | 12.49
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

7  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  12.26 622 12.26 | 12.17 | ×
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

8  16 田上　駿 順天堂大 1  11.64 585 10.79 | 11.14 | 11.64
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

9  15 清水　剛士 NTN 8  11.47 574 11.47 | 10.60 | ×
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 10 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

モリモト　キミト ダイサン

1  13 森本　公人 daisan 4  11.70 588 11.70 | 11.30 | 11.47
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

2  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 3  11.49 575 11.44 | 11.49 | 11.41
シオザキ　スグル ニホンダイ

3  18 潮崎　傑 日本大 5  11.40 570 10.72 | 11.40 | 11.20
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

4  26 中臣　貴英 国際武道大 2  11.01 546 9.91 | 11.01 | 10.85
キシカワ　ユウ ニホンダイ

5  20 岸川　勇 日本大 1  10.93 542 9.34 | 10.93 | 10.84
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

6  19 栗原　彰理 東京陸協 6  10.91 540 10.91 | × | 10.50
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

7  22 岡山　省吾 九州共立大 9  10.85 537 8.39 | 10.46 | 10.85
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

8  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 7  10.67 526 10.48 | 10.51 | 10.67
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

9  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 8  10.62 523 9.86 | 10.62 | 10.42
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 10 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#)

《 決勝 》

18/6/16 13:30 ( 2組 ) 

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

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 Ord. 記録 得点 備考  1.80| 1.85| 1.90| 1.93| 1.96| 1.99| 2.02

マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

1  29 丸山　優真 日本大 3  1.99 794 -    |xo   |o    |o    |o    |o    |xxx  
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

2  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5  1.96 767 -    |-    |o    |o    |xo   |xxx  
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

3  26 中臣　貴英 国際武道大 1  1.93 740 -    |o    |xxo  |xo   |xxx  
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

3  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 2  1.93 740 -    |o    |xxo  |xo   |xxx  
シオザキ　スグル ニホンダイ

5  18 潮崎　傑 日本大 8  1.93 740 -    |o    |xo   |xxo  |xxx  
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

6  23 二枚田　一平 Team綺羅星 7  1.90 714 -    |o    |o    |xxx  
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

7  19 栗原　彰理 東京陸協 6  1.90 714 -    |o    |xo   |xxx  
キシカワ　ユウ ニホンダイ

8  20 岸川　勇 日本大 10  1.90 714 o    |xo   |xxo  |xxx  
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

9  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 4  1.85 670 xo   |xxo  |xxx  
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 9 DNS

2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| 1.90| 1.93| 1.96| 1.99

タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

1  16 田上　駿 順天堂大 6  1.96 767 -    |-    |o    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

2  25 奥田　啓祐 東海大 4  1.93 740 o    |xo   |xo   |o    |xo   |o    |xxx  
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

3  15 清水　剛士 NTN 5  1.93 740 o    |o    |o    |o    |xxo  |xo   |xxx  
モリモト　キミト ダイサン

4  13 森本　公人 daisan 3  1.90 714 -    |-    |o    |xxo  |xo   |xxx  
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

5  17 片山　和也 宝グループ 10  1.85 670 -    |-    |o    |o    |xxx  
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

6  22 岡山　省吾 九州共立大 1  1.85 670 -    |o    |xo   |o    |xxx  
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

7  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 8  1.85 670 -    |-    |o    |xxo  |r    
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

8  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 7  1.80 627 -    |o    |o    |xxx  
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

9  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 9  1.75 585 -    |o    |xxx  
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 2 DNS

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

男子 十種競技 走高跳 18/6/16 15:50 ( 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] 鈴木 一弘
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

ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

1  26 中臣　貴英 国際武道大 4  50.37 798
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

2  19 栗原　彰理 東京陸協 7  50.57 789
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

3  23 二枚田　一平 Team綺羅星 3  50.65 785
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

4  17 片山　和也 宝グループ 2  50.74 781
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

5  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5  50.80 778
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

6  22 岡山　省吾 九州共立大 8  50.99 770
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

7  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 6  54.53 618

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

オクダ　ケイスケ トウカイダイ

1  25 奥田　啓祐 東海大 5  48.74 874
キシカワ　ユウ ニホンダイ

2  20 岸川　勇 日本大 2  49.95 817
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

3  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 4  50.08 811
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 6  50.12 809
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

5  29 丸山　優真 日本大 3  50.27 802
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

6  15 清水　剛士 NTN 7  50.88 774
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

-  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 8 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  49.17 853
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

2  16 田上　駿 順天堂大 4  49.18 853
モリモト　キミト ダイサン

3  13 森本　公人 daisan 5  49.70 828
シオザキ　スグル ニホンダイ

4  18 潮崎　傑 日本大 3  50.99 770
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 7 DNS
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 8 DNS

男子 十種競技 400m 18/6/16 17:50 ( 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

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 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

1  22 岡山　省吾 九州共立大 6  15.02 847
キシカワ　ユウ ニホンダイ

2  20 岸川　勇 日本大 7  15.13 834
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

3  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 3  15.73 763
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

4  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 4  15.78 758
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

5  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 5  16.02 730
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

6  17 片山　和也 宝グループ 8  16.23 707

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

モリモト　キミト ダイサン

1  13 森本　公人 daisan 5  14.91 860
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

2  15 清水　剛士 NTN 3  15.01 848
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

2  25 奥田　啓祐 東海大 6  15.01 848
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

4  19 栗原　彰理 東京陸協 2  15.02 847
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

5  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 4  15.05 843
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

6  26 中臣　貴英 国際武道大 7  15.08 840
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

-  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 8 DNS

3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 ニホンダイ

1  29 丸山　優真 日本大 6  14.08 964
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

2  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 4  14.20 949
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

3  16 田上　駿 順天堂大 5  14.39 925
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

4  23 二枚田　一平 Team綺羅星 2  14.62 896
シオザキ　スグル ニホンダイ

4  18 潮崎　傑 日本大 3  14.62 896
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 7 DNS
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 8 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17 10:17

風速 (+0.2 m/s)

風速 (+0.5 m/s)

男子 十種競技 110mH

《 決勝 》

風速 (+0.6 m/s)

18/6/17 10:00 ( 3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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

1  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 5  45.43 776 × | 43.36 | 45.43
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

2  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 4  39.27 650 36.35 | 37.89 | 39.27
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

3  17 片山　和也 宝グループ 11  38.90 642 38.90 | 38.40 | ×
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

4  29 丸山　優真 日本大 6  38.71 638 38.71 | 38.46 | ×
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

5  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 3  37.39 612 34.95 | 36.19 | 37.39
モリモト　キミト ダイサン

6  13 森本　公人 daisan 7  37.08 605 34.32 | 34.35 | 37.08
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

7  15 清水　剛士 NTN 1  36.90 602 36.90 | × | 35.47
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

8  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 18  36.67 597 34.34 | 36.67 | ×
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

9  23 二枚田　一平 Team綺羅星 15  33.54 535 31.41 | 33.54 | 32.69
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

10  19 栗原　彰理 東京陸協 10  33.42 532 33.42 | 32.95 | 32.91
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

11  22 岡山　省吾 九州共立大 13  32.68 517 31.15 | 32.68 | 32.58
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

12  25 奥田　啓祐 東海大 2  32.24 509 × | 32.24 | ×
キシカワ　ユウ ニホンダイ

13  20 岸川　勇 日本大 12  32.13 507 32.13 | 29.69 | ×
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

14  26 中臣　貴英 国際武道大 20  31.59 496 29.32 | 31.59 | 30.91
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

15  16 田上　駿 順天堂大 8  31.57 495 30.77 | 31.57 | ×
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

16  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 17  31.49 494 30.66 | 24.70 | 31.49
シオザキ　スグル ニホンダイ

17  18 潮崎　傑 日本大 14  29.03 445 28.37 | 29.03 | ×
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 9 DNS
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

-  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 16 DNS
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 19 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

男子 十種競技 円盤投2.0k

《 決勝 》

18/6/17 11:15  
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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 Ord. 記録 得点 備考  4.20| 4.30| 4.40| 4.50| 4.60| 4.70| 4.80| 4.90| 5.00| 5.10

ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

1  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  5.00 910 -    |-    |-    |o    |-    |o    |xxo  |o    |xxo  |xxx  
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

2  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 2  4.70 819 -    |-    |-    |-    |xo   |o    |xxx  
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

2  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 6  4.70 819 xo   |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
シオザキ　スグル ニホンダイ

4  18 潮崎　傑 日本大 9  4.50 760 o    |-    |o    |xo   |xxx  
モリモト　キミト ダイサン

5  13 森本　公人 daisan 1  4.50 760 -    |-    |xxo  |xo   |xxx  
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

6  17 片山　和也 宝グループ 7  4.50 760 -    |-    |o    |xxo  |xxx  
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

7  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 4  4.40 731 -    |-    |o    |-    |xxx  
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

8  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 5  4.20 673 o    |xxx  
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

-  15 清水　剛士 NTN 8 NM 0 -    |-    |-    |xxx  

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  3.80| 4.00| 4.10| 4.20| 4.30| 4.40| 4.50| 4.60| 4.70

キシカワ　ユウ ニホンダイ

1  20 岸川　勇 日本大 8  4.60 790 -    |-    |-    |o    |-    |o    |xo   |xxo  |xxx  
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

2  19 栗原　彰理 東京陸協 3  4.40 731 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xxx  
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

3  22 岡山　省吾 九州共立大 10  4.40 731 -    |o    |-    |xxo  |xxo  |xo   |xxx  
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

4  23 二枚田　一平 Team綺羅星 2  4.20 673 -    |o    |o    |o    |xxx  
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

4  25 奥田　啓祐 東海大 5  4.20 673 -    |o    |-    |o    |-    |xxx  
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

6  29 丸山　優真 日本大 11  4.20 673 xxo  |o    |-    |xo   |-    |xxx  
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

7  26 中臣　貴英 国際武道大 6  4.00 617 xxo  |o    |xxx  
オグラ　ノゾム ツクバダイ

-  24 小倉　希望 筑波大 1 DNS
サカモト　トシキ オオスミカノヤビョウイン

-  27 坂本　都志記 大隅鹿屋病院 4 DNS
タウエ　シュン ジュンテンドウダイ

-  16 田上　駿 順天堂大 7 DNS
コウハ　ウィルソンタカシ ニホンダイ

-  21 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 9 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

男子 十種競技 棒高跳 18/6/17 14:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

－ : パス
○ : 有効
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NM (No Marks) : 記録無し
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 Ord. 記録 得点 備考

モリモト　キミト ダイサン

1  13 森本　公人 daisan 4  60.76 749 55.29 | 55.57 | 60.76
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

2  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 6  58.49 715 55.09 | 58.49 | 57.84
シオザキ　スグル ニホンダイ

3  18 潮崎　傑 日本大 7  56.97 692 55.13 | 54.60 | 56.97
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 3  53.39 639 49.38 | 51.65 | 53.39
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

5  25 奥田　啓祐 東海大 1  53.38 639 51.93 | 51.42 | 53.38
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

6  17 片山　和也 宝グループ 2  52.13 620 51.89 | 51.66 | 52.13
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

7  15 清水　剛士 NTN 8  50.61 598 50.02 | 49.46 | 50.61
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

8  26 中臣　貴英 国際武道大 5  48.12 561 46.02 | 47.03 | 48.12
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

9  23 二枚田　一平 Team綺羅星 9  44.28 504 43.37 | 40.87 | 44.28

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

1  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1  67.04 844 67.04 | × | 64.92
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

2  29 丸山　優真 日本大 2  59.93 737 × | 55.72 | 59.93
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

3  22 岡山　省吾 九州共立大 6  56.54 686 56.54 | × | 55.64
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

4  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 3  54.52 656 48.79 | 52.86 | 54.52
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

5  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 7  51.44 610 45.13 | 51.44 | 48.43
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

6  19 栗原　彰理 東京陸協 4  49.43 580 43.63 | 47.63 | 49.43
キシカワ　ユウ ニホンダイ

7  20 岸川　勇 日本大 5  44.88 513 44.88 | 44.55 | 43.31
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× : 無効試技

男子 十種競技 やり投800g

《 決勝 》

18/6/17 16:00 ( 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
ナカムラ　アキヒコ スズキハママツＡＣ

1  11 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 3  4:21.16 804
オカヤマ　ショウゴ キュウシュウキョウリツダイ

2  22 岡山　省吾 九州共立大 13  4:29.11 750
ナカトミ　タカヒデ コクサイブドウダイ

3  26 中臣　貴英 国際武道大 14  4:30.06 744
クリハラ　アキマサ トウキョウリクキョウ

4  19 栗原　彰理 東京陸協 10  4:38.04 693
アラタニ　ノブヒコ トウキョウガクゲイダイ

5  30 荒谷　亘彦 東京学芸大 12  4:38.66 689
キシカワ　ユウ ニホンダイ

6  20 岸川　勇 日本大 11  4:42.60 664
カワサキ　カズヤ ワタナベパイプ

7  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 7  4:42.81 663
カタヤマ　カズヤ タカラグループ

8  17 片山　和也 宝グループ 9  4:43.43 659
ウシロ　ケイスケ コクシカンクラブ

9  12 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1  4:47.08 636
ニマイダ　イッペイ チームキラボシ

10  23 二枚田　一平 Team綺羅星 8  4:48.02 631
オクダ　ケイスケ トウカイダイ

11  25 奥田　啓祐 東海大 4  4:48.24 629
マルヤマ　ユウマ ニホンダイ

12  29 丸山　優真 日本大 2  4:48.83 626
シオザキ　スグル ニホンダイ

13  18 潮崎　傑 日本大 6  4:50.26 617
シミズ　ツヨシ エヌティエヌ

14  15 清水　剛士 NTN 16  4:54.58 591
モリモト　キミト ダイサン

15  13 森本　公人 daisan 5  4:55.63 585
ツジイ　リョウタ アラキスポーツ

16  28 辻井　亮太 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 15  4:56.50 580
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男子 十種競技 1500m 18/6/17 18:20  

《 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] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生


