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： ２０１９年６月８日（土）- ９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)長野県スポーツ協会　(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

丸大食品株式会社　久光製薬株式会社

株式会社クリエイト　アース製薬株式会社

： 内山 了治

： 玉城 良二(十種)　小林 至(七種)

内堀 俊彦(U20十種)　小林 幸太郎(U20七種)

： 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8日(土) 6月9日(日)

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技

兼 ドーハ2019 世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

第35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) (℃) (%)

9:00 雨 東南東 1.1 19.2 64.0

10:00 雨 東南東 1.0 18.5 90.0 10:00 曇り 南西

84.0 9:00 曇り 南西 1.2 19.7

2.3 20.0 60.0

11:00 雨 東北東 2.5 19.4 85.0 11:00 曇り 南 3.8 20.3 61.0

12:00 曇り 東北東 2.1 20.4 62.0

13:00 曇り 北北東 2.8 20.1 75.0 13:00 曇り 南南西

73.0 12:00 曇り 南南西 2.4 20.2

2.7 20.5 60.0

14:00 曇り 北北東 2.5 20.6 70.0 14:00 曇り 南南西 2.3 21.2 58.0

15:00 曇り 東北東 3.1 21.5 58.0

16:00 曇り 東北東 1.5 21.1 66.0 16:00 曇り 南南東

62.0 15:00 曇り 南南東 2.4 20.9

18:00 曇り 北北東 2.0 19.2

2.0 20.5 59.0

17:00 曇り 東北東 1.9 19.7 72.0 17:00

67.073.0 18:00 雨 南南西 3.7 18.5

曇り 南南東 2.8 19.6 60.0



103rd Japan National Championships Combined Events  Nagano (Municipal Stadium-main)

Ord. No.
競技者名
Athlete

所属/国籍
Club/Nat.

100m 走幅跳 (LJ) 砲丸投 (SP) 走高跳 (HJ) 400m
１日目
得点

１日目順位 110mH 円盤投 (DT) 棒高跳 (PV) やり投 (JT) 1500m
２日目
得点

合計得点 順位 備考

ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ  11.32 (+0.2) w 7.22 (+2.5)  15.03  1.99  51.46  15.36 (+1.8)  44.47  4.80  64.28  4:46.28

右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ/JPN 791 [791] 866 [1657] 792 [2449] 794 [3243] 749 [3992] 807 [4799] 756 [5555] 849 [6404] 802 [7206] 641 [7847]
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー  10.86 ( 0.0)  7.57 (+0.7)  12.24  2.02  50.06 w 14.06 (+2.1)  36.51  4.50  50.96  4:21.35

中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC/JPN 892 [892] 952 [1844] 621 [2465] 822 [3287] 812 [4099] 967 [5066] 594 [5660] 760 [6420] 603 [7023] 802 [7825]
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ  11.07 ( 0.0) w 7.19 (+2.5)  13.00  1.96  49.84  15.69 (+1.8)  36.82  4.60  52.94  4:31.44

川﨑　和也 渡辺パイプ/JPN 845 [845] 859 [1704] 667 [2371] 767 [3138] 822 [3960] 768 [4728] 600 [5328] 790 [6118] 632 [6750] 735 [7485]

ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ  11.07 ( 0.0)  7.36 (+1.9)  12.21  1.93  49.56 w 14.20 (+2.1)  35.42  4.10  49.45  4:23.22

田上　駿 順天堂大/JPN 845 [845] 900 [1745] 619 [2364] 740 [3104] 835 [3939] 949 [4888] 572 [5460] 645 [6105] 580 [6685] 790 [7475]
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン  11.07 ( 0.0) w 7.13 (+2.3)  12.86  1.85  49.34 w 15.12 (+2.1)  38.43  4.00  59.51  4:48.55

森本　公人 daisan/JPN 845 [845] 845 [1690] 659 [2349] 670 [3019] 845 [3864] 835 [4699] 633 [5332] 617 [5949] 730 [6679] 627 [7306]
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ  11.17 (-0.5)  6.61 (+0.7)  13.64  1.85  50.58  15.57 (+1.8)  41.12  4.60  54.59  4:45.74

片山　和也 宝グループ/JPN 823 [823] 723 [1546] 706 [2252] 670 [2922] 788 [3710] 782 [4492] 687 [5179] 790 [5969] 657 [6626] 645 [7271]
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ  10.78 (-0.5)  6.91 (+0.6)  11.83  1.90  49.38 w 13.89 (+2.1)  30.88  4.10  54.66  4:53.50

森口　諒也 東海大/JPN 910 [910] 792 [1702] 596 [2298] 714 [3012] 843 [3855] 989 [4844] 482 [5326] 645 [5971] 658 [6629] 598 [7227]

クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ  10.96 (-0.5)  7.11 (+1.5)  10.35  1.90  48.30  15.51 (+1.8)  32.28  4.70  48.44  4:44.76

黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大/JPN 870 [870] 840 [1710] 507 [2217] 714 [2931] 895 [3826] 789 [4615] 509 [5124] 819 [5943] 566 [6509] 651 [7160]
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー  11.45 (+0.2) w 6.80 (+3.1)  12.52  1.93  51.03 w 14.52 (+2.1)  38.94  4.40  53.84  5:03.27

右代　啓欣 NAKAIAC/JPN 763 [763] 767 [1530] 638 [2168] 740 [2908] 768 [3676] 908 [4584] 643 [5227] 731 [5958] 646 [6604] 541 [7145]
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ  11.05 (-0.5)  7.17 (-0.1)  12.66  1.93  50.67 w 14.90 (+2.1)  36.25  4.40  44.14  4:56.92

二枚田　一平 Team綺羅星/JPN 850 [850] 854 [1704] 647 [2351] 740 [3091] 784 [3875] 862 [4737] 589 [5326] 731 [6057] 502 [6559] 578 [7137]
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ  11.33 (+0.2)  6.86 (+0.3)  12.27  1.90  52.19  15.05 (+1.8)  34.07  4.30  56.41  4:58.16

村中　智彦 松本市陸協/JPN 789 [789] 781 [1570] 623 [2193] 714 [2907] 716 [3623] 843 [4466] 545 [5011] 702 [5713] 684 [6397] 570 [6967]
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ  11.04 (+0.2)  7.32 (+1.9)  10.68  1.75  49.76  15.07 (+1.8)  36.86  4.00  46.58  4:46.64

別宮　拓実 同志社大/JPN 852 [852] 891 [1743] 527 [2270] 585 [2855] 826 [3681] 841 [4522] 601 [5123] 617 [5740] 538 [6278] 639 [6917]
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ  11.17 (-0.5) w 6.96 (+5.5)  10.56  1.80  50.38  15.27 (+1.8)  31.07  4.30  46.28  4:23.94

本橋　輝久 東京学芸大/JPN 823 [823] 804 [1627] 519 [2146] 627 [2773] 797 [3570] 817 [4387] 486 [4873] 702 [5575] 534 [6109] 785 [6894]
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ  10.94 ( 0.0) w 7.77 (+3.8)  13.00  2.02  49.99 w 14.19 (+2.1)  39.87  4.30 DNS DNS

丸山　優真 日本大/JPN 874 [874] 1002 [1876] 667 [2543] 822 [3365] 815 [4180] 950 [5130] 662 [5792] 702 [6494] - [-] - [-]

ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ  11.61 (+0.2)  6.28 (+0.4)  10.99  1.75 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

岡山　省吾 九州共立大/JPN 730 [730] 648 [1378] 545 [1923] 585 [2508] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ  11.54 (-0.5) w 6.60 (+2.1)  11.33  1.80 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

清水　剛士 三重陸協/JPN 744 [744] 720 [1464] 566 [2030] 627 [2657] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ  11.24 (+0.2) w 6.82 (+2.3)  10.73  1.85 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

栗原　彰理 東京陸協/JPN 808 [808] 771 [1579] 530 [2109] 670 [2779] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

奥田　啓祐 第一学院高教/JPN - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

潮崎　傑 日本大/JPN - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

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

種目 男子 十種競技 MEN Decathlon 期日・時刻 08/06/19 - 09/06/19 審判長 玉城良二

競技会名 第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 競技場名 長野市営陸上競技場 [172070] 記録主任 瀧沢佳生

4099 2 3726 [2]  7825

主催団体名 日本陸上競技連盟  Japan Association of Athletics Federations 陸協名 長野陸上競技協会 [17]

1

2

1  11 3992 3 3855 [1]  7847

2  12

57  17 3864 7 3442 [7]  7306

3

6  16 3939 5 3536 [4]  7475 4

4  14 3960 4 3525 [5]  7485

17  27 3875 6 3262 [12]  7137

8

10  20 3710 10 3561 [3]  7271 6

10

15  25 3826 9 3334 [10]  7160

13
公認
6714

19  29 3570 14 3324 [11] w 6894

12

5  15 - -

-

3  13 4180 1 -

-

18  28 - -

DNS (Did Not Start) : 欠場
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-

12  22 - - -

8  18 - -

-

16  26 - - -

13  23 - -

20  30 3623 13 3344 [9]  6967 11

9  19 3681 11 3236 [13]  6917

9

11  21 3855 8 3372 [8]  7227 7

14  24 3676 12 3469 [6]  7145



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

ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

1  19 別宮　拓実 同志社大 5  11.04 852
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

2  28 栗原　彰理 東京陸協 4  11.24 808
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

3  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 6  11.32 791
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

4  30 村中　智彦 松本市陸協 3  11.33 789
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

5  24 右代　啓欣 NAKAIAC 7  11.45 763
ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ

6  23 岡山　省吾 九州共立大 9  11.61 730
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ

-  18 潮崎　傑 日本大 8 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

1  21 森口　諒也 東海大 6  10.78 910
ＫＵＲＯＤＡ　Ｔａｋａｔｏｓｈｉ ビワコセイケイスポーツダイ

2  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 9  10.96 870
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

3  27 二枚田　一平 Team綺羅星 7  11.05 850
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

4  29 本橋　輝久 東京学芸大 5  11.17 823
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

5  20 片山　和也 宝グループ 4  11.17 823
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ

6  26 清水　剛士 三重陸協 8  11.54 744
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ

-  22 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 3 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

1  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  10.86 892
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

2  13 丸山　優真 日本大 4  10.94 874
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

3  17 森本　公人 daisan 3  11.07 845
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

4  16 田上　駿 順天堂大 8  11.07 845
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

5  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 7  11.07 845
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ

-  15 奥田　啓祐 第一学院高教 6 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
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風速 (-0.5 m/s)

風速 ( 0.0 m/s)

男子 十種競技 100m 19/6/08 09:50 ( 3組 ) 

風速 (+0.2 m/s)

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

1  13 丸山　優真 日本大 4 w 7.77 (+3.8) 1002 7.77(+3.8) | 7.19(+1.1) | 7.34(+2.2)
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

2  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  7.57 (+0.7) 952 7.57(+0.7) | 7.55(+3.0) | 7.54(+2.5)
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

3  16 田上　駿 順天堂大 9  7.36 (+1.9) 900 7.06(+2.3) | 7.36(+1.9) | 7.03(+0.1)
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

4  19 別宮　拓実 同志社大 10  7.32 (+1.9) 891 7.32(+1.9) | 7.32(+2.1) |    －   ( - )
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

5  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 8 w 7.22 (+2.5) 866 7.09(+0.7) |    ×   ( - ) | 7.22(+2.5)
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

6  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 3 w 7.19 (+2.5) 859 7.19(+2.5) | 6.97(-0.2) | 7.16(+2.8)
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

7  17 森本　公人 daisan 2 w 7.13 (+2.3) 845 7.13(+2.3) | 7.10(+1.9) | 6.98(+2.6)
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ

8  26 清水　剛士 三重陸協 5 w 6.60 (+2.1) 720    ×   ( - ) |   ×   ( - ) | 6.60(+2.1)
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ

-  18 潮崎　傑 日本大 1 DNS (-)
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ

-  15 奥田　啓祐 第一学院高教 7 DNS (-)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

1  27 二枚田　一平 Team綺羅星 8  7.17 (-0.1) 854 7.11(+3.3) | 7.07(+3.5) | 7.17(-0.1)
ＫＵＲＯＤＡ　Ｔａｋａｔｏｓｈｉ ビワコセイケイスポーツダイ

2  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 9  7.11 (+1.5) 840 7.11(+1.5) | 6.91(+2.9) | 7.07(+2.3)
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

3  29 本橋　輝久 東京学芸大 5 w 6.96 (+5.5) 804 6.17(+0.2) | 6.96(+5.5) | 6.58(+2.3)
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

4  21 森口　諒也 東海大 3  6.91 (+0.6) 792    ×   ( - ) | 6.91(+0.6) | 6.89(+1.3)
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

5  30 村中　智彦 松本市陸協 6  6.86 (+0.3) 781 6.86(+0.3) | 6.66(+3.5) |    ×   ( - )
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

6  28 栗原　彰理 東京陸協 2 w 6.82 (+2.3) 771 6.82(+2.3) | 6.52(+2.6) | 6.64(+2.6)
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

7  24 右代　啓欣 NAKAIAC 7 w 6.80 (+3.1) 767 6.75(+0.2) | 6.78(+2.1) | 6.80(+3.1)
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

8  20 片山　和也 宝グループ 4  6.61 (+0.7) 723 6.61(+0.7) |    ×   ( - ) |    ×   ( - )
ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ

9  23 岡山　省吾 九州共立大 1  6.28 (+0.4) 648 6.28(+0.4) |    －   ( - ) |    －   ( - )
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ

-  22 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 10 DNS (-)
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w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス

男子 十種競技 走幅跳 19/6/08 11:10 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

1  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  15.03 792 13.37 | 15.03 | 14.66
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

2  20 片山　和也 宝グループ 2  13.64 706 12.65 | 13.64 | 13.31
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

3  13 丸山　優真 日本大 9  13.00 667 12.93 |    ×   | 13.00
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 10  13.00 667 12.16 | 12.50 | 13.00
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

5  17 森本　公人 daisan 8  12.86 659 12.86 | 11.90 |    ×
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

6  27 二枚田　一平 Team綺羅星 1  12.66 647 12.66 | 12.28 |    ×
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

7  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  12.24 621 11.32 | 12.24 |    ×
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

8  16 田上　駿 順天堂大 7  12.21 619 12.21 |    ×   | 11.55
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ

9  26 清水　剛士 三重陸協 5  11.33 566   9.96 | 11.33 | 11.10
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ

-  15 奥田　啓祐 第一学院高教 4 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

1  24 右代　啓欣 NAKAIAC 9  12.52 638 11.82 | 12.39 | 12.52
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

2  30 村中　智彦 松本市陸協 10  12.27 623 12.12 | 12.27 | 12.00
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

3  21 森口　諒也 東海大 3  11.83 596 10.92 | 11.83 |    ×
ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ

4  23 岡山　省吾 九州共立大 1  10.99 545 10.30 | 10.99 |    ×
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

5  28 栗原　彰理 東京陸協 6  10.73 530 10.13 | 10.73 |    ×
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

6  19 別宮　拓実 同志社大 4  10.68 527    ×   | 10.13 | 10.68
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

7  29 本橋　輝久 東京学芸大 5  10.56 519 10.29 | 10.49 | 10.56
クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

8  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 8  10.35 507 10.24 | 10.35 |    ×
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ

-  18 潮崎　傑 日本大 2 DNS
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ

-  22 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 7 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
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男子 十種競技 砲丸投7.260kg
19/6/08 13:30 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.90| 1.93

 1.96| 1.99| 2.02| 2.05                   
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

1  13 丸山　優真 日本大 4  2.02 822 -    |-    |-    |-    |o    |o    |-    
o    |xxo  |xo   |xxx                     

ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

1  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 8  2.02 822 -    |-    |-    |-    |-    |o    |o    
xxo  |o    |xo   |xxx                     

ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

3  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  1.99 794 -    |-    |-    |-    |o    |o    |o    
o    |o    |xxx                          

ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 2  1.96 767 -    |-    |-    |-    |-    |o    |xo   
o    |xxx                              

ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

5  24 右代　啓欣 NAKAIAC 9  1.93 740 -    |-    |-    |-    |o    |o    |o    
xxx                                  

ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

6  27 二枚田　一平 Team綺羅星 6  1.93 740 -    |-    |-    |-    |o    |o    |xxo  
xxx                                  

ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

7  30 村中　智彦 松本市陸協 1  1.90 714 -    |-    |-    |-    |xo   |o    |xxx  
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

8  28 栗原　彰理 東京陸協 7  1.85 670 -    |-    |o    |o    |xo   |xxx          
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ

-  18 潮崎　傑 日本大 5 DNS
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ

-  22 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  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.90| 1.93

 1.96                                     
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

1  16 田上　駿 順天堂大 8  1.93 740 -    |-    |o    |o    |o    |xxo  
xxx                                  

クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

2  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 5  1.90 714 -    |-    |o    |o    |xxo  |xxx  
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

3  21 森口　諒也 東海大 2  1.90 714 -    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

4  17 森本　公人 daisan 9  1.85 670 -    |-    |o    |o    |xxx  
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

4  20 片山　和也 宝グループ 10  1.85 670 -    |-    |o    |o    |xxx  
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

6  29 本橋　輝久 東京学芸大 4  1.80 627 -    |o    |o    |xxx  
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ

7  26 清水　剛士 三重陸協 3  1.80 627 xo   |xxo  |o    |xxx  
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

8  19 別宮　拓実 同志社大 1  1.75 585 -    |xo   |r    
ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ

9  23 岡山　省吾 九州共立大 7  1.75 585 -    |xxo  |-    |xxx  
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ

-  15 奥田　啓祐 第一学院高教 6 DNS

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 走高跳 19/6/08 15:50 ( 2組 ) 

ｒ : 試技放棄

Powered by AthleteRanking.com      

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



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

ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

1  13 丸山　優真 日本大 5  49.99 815
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

2  20 片山　和也 宝グループ 7  50.58 788
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

3  24 右代　啓欣 NAKAIAC 9  51.03 768
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

4  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 6  51.46 749
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

5  30 村中　智彦 松本市陸協 3  52.19 716
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

-  28 栗原　彰理 東京陸協 4 DNS
ＯＫＡＹＡＭＡ　Ｓｈｏｇｏ キュウシュウキョウリツダイ

-  23 岡山　省吾 九州共立大 8 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

1  17 森本　公人 daisan 6  49.34 845
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

2  19 別宮　拓実 同志社大 3  49.76 826
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

3  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 5  49.84 822
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

4  29 本橋　輝久 東京学芸大 4  50.38 797
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

5  27 二枚田　一平 Team綺羅星 9  50.67 784
ＳＨＩＭＩＺＵ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ ミエリクキョウ

-  26 清水　剛士 三重陸協 6 DNS
ＳＨＩＯＺＡＫＩ　Ｓｕｇｕｒｕ ニホンダイ

-  18 潮崎　傑 日本大 8 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

1  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 5  48.30 895
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

2  21 森口　諒也 東海大 9  49.38 843
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

3  16 田上　駿 順天堂大 8  49.56 835
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

4  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  50.06 812
ＫＯＨＡ　Ｗｉｌｓｏｎｔａｋａｓｈｉ ニホンダイ

-  22 甲羽　ｳｨﾙｿﾝ貴士 日本大 4 DNS
ＯＫＵＤＡ　Ｋｅｉｓｕｋｅ ダイイチガクインコウキョウ

-  15 奥田　啓祐 第一学院高教 6 DNS

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 400m 19/6/08 17:50 ( 3組 ) 

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      



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

ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

1  30 村中　智彦 松本市陸協 3  15.05 843
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

2  19 別宮　拓実 同志社大 4  15.07 841
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

3  29 本橋　輝久 東京学芸大 5  15.27 817
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

4  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 6  15.36 807
クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

5  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 8  15.51 789
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

6  20 片山　和也 宝グループ 7  15.57 782
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

7  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 2  15.69 768

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

1  21 森口　諒也 東海大 7 w 13.89 989
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

2  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 4 w 14.06 967
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

3  13 丸山　優真 日本大 5 w 14.19 950
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

4  16 田上　駿 順天堂大 3 w 14.20 949
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

5  24 右代　啓欣 NAKAIAC 8 w 14.52 908
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

6  27 二枚田　一平 Team綺羅星 6 w 14.90 862
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

7  17 森本　公人 daisan 2 w 15.12 835

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 110mH(1.067m)
19/6/09 10:00 ( 2組 ) 

風速 (+1.8 m/s)

風速 (+2.1 m/s)

w (wind assist) : 追風参考
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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
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

1  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 4  44.47 756 41.98 | 44.11 | 44.47
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

2  20 片山　和也 宝グループ 5  41.12 687 41.12 |    ×   |    ×
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

3  13 丸山　優真 日本大 3  39.87 662 39.12 |    ×   | 39.87
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

4  24 右代　啓欣 NAKAIAC 9  38.94 643 36.37 | 38.94 | 38.36
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

5  17 森本　公人 daisan 2  38.43 633 37.82 | 38.43 | 34.86
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

6  19 別宮　拓実 同志社大 1  36.86 601 35.47 | 35.11 | 36.86
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

7  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 7  36.82 600 36.71 | 36.82 | 35.24
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

8  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 6  36.51 594 35.63 | 36.51 |    ×
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

9  27 二枚田　一平 Team綺羅星 10  36.25 589 33.48 | 36.25 | 34.38
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

10  16 田上　駿 順天堂大 8  35.42 572 27.35 |    ×   | 35.42
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

11  30 村中　智彦 松本市陸協 11  34.07 545 32.41 | 34.07 |    ×
クロダ　タカトシ ビワコスポーツダイ

12  25 黒田　貴稔 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 14  32.28 509 30.66 | 32.28 | 31.27
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

13  29 本橋　輝久 東京学芸大 15  31.07 486 27.68 |    ×   | 31.07
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

14  21 森口　諒也 東海大 12  30.88 482 30.67 | 30.88 | 30.44
ＫＵＲＩＨＡＲＡ　Ａｋｉｍａｓａ トウキョウリクキョウ

-  28 栗原　彰理 東京陸協 13 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

男子 十種競技 円盤投(2.000kg)
19/6/09 11:05  

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二、内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  3.20| 3.40| 3.60| 3.80| 4.00| 4.10| 4.20

 4.30| 4.40| 4.50| 4.60| 4.70| 4.80| 4.90
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

1  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 2  4.80 849 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    
-    |-    |o    |o    |xxo  |o    |xxx  

ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

2  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 5  4.60 790 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    
-    |o    |-    |o    |xxx              

ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

3  20 片山　和也 宝グループ 3  4.60 790 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    
-    |o    |-    |xxo  |xxx                

ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

4  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 1  4.50 760 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    
-    |-    |o    |xxx                  

ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

5  13 丸山　優真 日本大 4  4.30 702 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-   
o    |-    |xxx                         

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  3.40| 3.60| 3.80| 4.00| 4.10| 4.20| 4.30

 4.40| 4.50| 4.60| 4.70| 4.80              
クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

1  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 5  4.70 819 -    |-    |-    |-    |-    |o    |-    
o    |xxo  |o    |xxo  |xxx            

ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

2  27 二枚田　一平 Team綺羅星 4  4.40 731 -    |-    |-    |-    |-    |o    |o    
o    |xxx                               

ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

3  24 右代　啓欣 NAKAIAC 2  4.40 731 -    |-    |xo   |o    |o    |xo   |xxo  
o    |xxx                               

ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

4  29 本橋　輝久 東京学芸大 7  4.30 702 -    |-    |-    |xo   |-    |o    |xo   
xxx                     

ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

5  30 村中　智彦 松本市陸協 3  4.30 702 -    |-    |o    |o    |-    |xxo  |xo   
xxx                     

ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

6  16 田上　駿 順天堂大 6  4.10 645 -    |-    |o    |o    |xo   |xxx          
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

7  21 森口　諒也 東海大 1  4.10 645 o    |o    |xo   |xxo  |xo   |xxx          
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

8  19 別宮　拓実 同志社大 8  4.00 617 -    |-    |-    |o    |-    |xxx          
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

8  17 森本　公人 daisan 9  4.00 617 -    |-    |-    |o    |-    |xxx          
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× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効

男子 十種競技 棒高跳 19/6/09 14:00 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

1  17 森本　公人 daisan 4  59.51 730 59.51 |    －   |    －
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

2  21 森口　諒也 東海大 1  54.66 658 52.90 | 54.66 | 53.77
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

3  20 片山　和也 宝グループ 3  54.59 657 53.77 | 54.59 | 52.00
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 5  52.94 632 52.94 |    －   | 52.17
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

5  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  50.96 603 50.00 | 50.96 | 48.83
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

6  16 田上　駿 順天堂大 6  49.45 580 44.46 | 47.29 | 49.45
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

7  19 別宮　拓実 同志社大 2  46.58 538 40.97 | 46.58 |    －

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

1  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 3  64.28 802 63.71 | 64.28 | 63.81
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

2  30 村中　智彦 松本市陸協 6  56.41 684    ×   | 56.41 |    ×
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

3  24 右代　啓欣 NAKAIAC 7  53.84 646 51.44 | 53.84 | 53.63
クロダ　タカトシ ビワコスポーツダイ

4  25 黒田　貴稔 びわこｽﾎﾟｰﾂ大 5  48.44 566 42.63 | 44.06 | 48.44
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

5  29 本橋　輝久 東京学芸大 1  46.28 534 45.52 | 44.67 | 46.28
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

6  27 二枚田　一平 Team綺羅星 2  44.14 502 41.93 | 44.14 | 35.97
ＭＡＲＵＹＡＭＡ　Ｙｕｍａ ニホンダイ

-  13 丸山　優真 日本大 4 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス

男子 十種競技 やり投(800g)
19/6/09 16:00 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ａｋｉｈｉｋｏ スズキハママツエーシー

1  12 中村　明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 2  4:21.35 802
ＴＡＵＥ　Ｓｈｕｎ ジュンテンドウダイ

2  16 田上　駿 順天堂大 4  4:23.22 790
ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ　Ｔｅｒｕｈｉｓａ トウキョウガクゲイダイ

3  29 本橋　輝久 東京学芸大 13  4:23.94 785
ＫＡＷＡＳＡＫＩ　Ｋａｚｕｙａ ワタナベパイプ

4  14 川﨑　和也 渡辺パイプ 3  4:31.44 735
クロダ　タカトシ ビワコセイケイスポーツダイ

5  25 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 10  4:44.76 651
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　Ｋａｚｕｙａ タカラグループ

6  20 片山　和也 宝グループ 7  4:45.74 645
ＵＳＨＩＲＯ　Ｋｅｉｓｕｋｅ コクシカンクラブ

7  11 右代　啓祐 国士舘ｸﾗﾌﾞ 1  4:46.28 641
ＢＥＫＫＵ　Ｔａｋｕｍｉ ドウシシャダイ

8  19 別宮　拓実 同志社大 12  4:46.64 639
ＭＯＲＩＭＯＴＯ　Ｋｉｍｉｔｏ ダイサン

9  17 森本　公人 daisan 5  4:48.55 627
ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ　Ｒｙｏｙａ トウカイダイ

10  21 森口　諒也 東海大 6  4:53.50 598
ＮＩＭＡＩＤＡ　Ｉｐｐｅｉ チームキラボシ

11  27 二枚田　一平 Team綺羅星 9  4:56.92 578
ＭＵＲＡＮＡＫＡ　Ｔｏｍｏｈｉｋｏ マツモトシリクキョウ

12  30 村中　智彦 松本市陸協 11  4:58.16 570
ＵＳＨＩＲＯ　Ｈｉｒｏｙｏｓｈｉ ナカイエーシー

13  24 右代　啓欣 NAKAIAC 8  5:03.27 541

リザルトリスト

第103回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500321] 玉城良二
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

男子 十種競技 1500m 19/6/09 18:20  
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