
大会コード 19500321

大会コード 19500322

： 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

Ord. No.
競技者名
Athlete

所属/国籍
Club/Nat.

100mH 走高跳(HJ) 砲丸投(SP) 200m
１日目
得点

１日目順位 走幅跳(LJ) やり投(JT) 800m
２日目
得点

合計得点

順
位
Pl

備考

ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー w 14.19 (+2.3)  1.64  12.34 w 24.81 (+3.2)  5.84 (+0.6)  42.19  2:17.09

山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC/JPN 952 [952] 783 [1735] 684 [2419] 904 [3323] 801 [4124] 709 [4833] 863 [5696]
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ w 13.81 (+2.3)  1.58  10.54 w 24.88 (+3.2)  5.89 (+1.0)  42.85  2:12.30

宇都宮　絵莉 長谷川体育施設/JPN 1005 [1005] 712 [1717] 565 [2282] 898 [3180] 816 [3996] 722 [4718] 931 [5649]
ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ w 13.76 (+2.3)  1.70  10.50 w 24.46 (+3.2)  5.51 (+1.8)  30.78  2:10.65

伊藤　明子 筑波大/JPN 1013 [1013] 855 [1868] 562 [2430] 937 [3367] 703 [4070] 491 [4561] 955 [5516]
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ  14.23 (-0.2)  1.61  12.20  26.04 (+0.7)  5.63 (+0.8)  46.83  2:26.22

大玉　華鈴 日本体育大/JPN 946 [946] 747 [1693] 674 [2367] 794 [3161] 738 [3899] 799 [4698] 741 [5439]
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ  14.15 (-0.2)  1.55  10.67  25.35 (-0.1)  5.95 (+1.7)  35.25  2:22.23

橋本　春菜 筑波大/JPN 957 [957] 678 [1635] 573 [2208] 855 [3063] 834 [3897] 576 [4473] 793 [5266]
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ  15.00 (+0.8)  1.67  11.08  25.89 (-0.1)  5.82 (+1.0)  36.82  2:23.06

高橋　このか 東京学芸大/JPN 842 [842] 818 [1660] 600 [2260] 807 [3067] 795 [3862] 606 [4468] 782 [5250]
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ  14.61 (+0.8)  1.58  11.44 w 25.55 (+3.2) w 5.45 (+2.1)  41.72  2:23.08

奥村　彩音 東京学芸大/JPN 894 [894] 712 [1606] 624 [2230] 837 [3067] 686 [3753] 700 [4453] 782 [5235]
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ  14.63 (-0.2)  1.67  10.11  26.20 (-0.1) w 5.72 (+2.5)  38.12  2:22.59

上田　紗弥花 立命館大/JPN 891 [891] 818 [1709] 537 [2246] 780 [3026] 765 [3791] 631 [4422] 789 [5211]
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ w 14.11 (+2.3)  1.58  10.39  25.50 (+0.7) w 5.66 (+3.2)  34.57  2:30.72

大熊　楓 市立船橋高/JPN 963 [963] 712 [1675] 555 [2230] 841 [3071] 747 [3818] 563 [4381] 684 [5065]
ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ  14.00 (-0.2)  1.58  9.66  25.09 (+0.7) w 5.32 (+3.0)  30.75  2:19.46

物江　来夢 国士舘大/JPN 978 [978] 712 [1690] 507 [2197] 879 [3076] 648 [3724] 491 [4215] 831 [5046]
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ  14.55 (+0.8)  1.55  11.15  26.71 (-0.1)  5.30 (+1.7)  41.81  2:25.44

ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大/JPN 902 [902] 678 [1580] 605 [2185] 736 [2921] 643 [3564] 702 [4266] 751 [5017]
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ  14.48 (+0.8)  1.61  9.46  26.80 (-0.1)  5.51 (+1.1)  40.38  2:28.52

髙瀬　唯奈 中京大/JPN 912 [912] 747 [1659] 494 [2153] 729 [2882] 703 [3585] 675 [4260] 712 [4972]
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ  14.87 (+0.8)  1.55  10.14 w 26.02 (+3.2)  5.24 (+1.8)  38.99  2:20.71

三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大/RUS 859 [859] 678 [1537] 539 [2076] 795 [2871] 626 [3497] 648 [4145] 814 [4959]
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ  14.74 (-0.2)  1.50  8.53  25.92 (+0.7)  6.00 (+1.7)  35.28  2:22.43

山下　紗稀子 立命館大/JPN 876 [876] 621 [1497] 434 [1931] 804 [2735] 850 [3585] 577 [4162] 791 [4953]
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ  14.43 (-0.2)  1.50  11.31  26.54 (+0.7) w 5.11 (+3.4)  38.55  2:29.98

安田　夏生 広島大/JPN 918 [918] 621 [1539] 616 [2155] 751 [2906] 589 [3495] 639 [4134] 693 [4827]
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ  14.48 (+0.8)  1.45  10.69  26.59 (+0.7)  5.50 (+1.4)  38.98  2:33.56

泉谷　莉子 武庫川女子大/JPN 912 [912] 566 [1478] 575 [2053] 746 [2799] 700 [3499] 648 [4147] 649 [4796]
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ  15.07 (-0.2)  1.58  9.42  26.30 (-0.1) w 5.55 (+2.5)  36.20  2:32.64

藤本　瑠奈 金沢星稜大/JPN 832 [832] 712 [1544] 492 [2036] 771 [2807] 715 [3522] 595 [4117] 660 [4777]
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ w 14.28 (+2.3)  1.45  10.75  26.35 (+0.7) w 5.00 (+2.9)  34.65  2:21.56

堂脇　優香 武庫川女子大/JPN 939 [939] 566 [1505] 579 [2084] 767 [2851] 559 [3410] 565 [3975] 802 [4777]
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ  14.63 (+0.8)  1.45  11.01  25.89 (-0.1) w 5.09 (+2.3)  35.23  2:27.02

細田　真央 日本体育大/JPN 891 [891] 566 [1457] 596 [2053] 807 [2860] 584 [3444] 576 [4020] 731 [4751]
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ w 14.34 (+2.3)  1.50  10.29  27.15 (-0.1)  5.24 (+1.3)  33.10  2:42.22

山手　美久莉 アサヒ/JPN 931 [931] 621 [1552] 548 [2100] 699 [2799] 626 [3425] 535 [3960] 548 [4508]
ＨＥＭＰＨＩＬＬ　Ｍｅｇ アトレ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 アトレ/JPN - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

 12 3180 3 2469 [1] w 5649 2

4  14 3161 4 2278 [3]  5439 4

3071 6 1994 [14] w 5065 9
公認
5035

8

19  29 3067 7 2168 [8] w 5235

9  19 3026 10 2185 [6]  5211

20  30

16

8  18 2906 12 1921 [18]  4827

13

10  20 2735 20 2218 [4]  4953 14

13  23 2871 14 2088 [12]  4959

17  27 2851 16 1926 [17]  4777 17

12  22 2807 17 1970 [15]  4777 17

 4508 20

21  31 2860 15 1891 [19]  4751

 Nagano (Municipal Stadium-main)

種目 女子 七種競技 WOMEN Heptathlon 期日・時刻 08/06/19 - 09/06/19 審判長 小林　至

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

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

35  15 3367 1 2149 [9] w 5516

1  11 3323 2 2373 [2] w 5696

2

7

5

7  17 3067 7 2183 [7]  5250 6

15  25 3063 9 2203 [5]  5266

116  16 2921 11 2096 [10]  5017

11  21 3076 5 1970 [15]  5046 10

18  28 2882 13 2090 [11]  4972 12

15

16  26 2799 18 1997 [13]  4796

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

-3  13 - -

19

14  24 2799 18 1709 [20]
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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

ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

1  28 髙瀬　唯奈 中京大 6  14.48 912
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

2  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 4  14.48 912
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

3  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 5  14.55 902
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

4  29 奥村　彩音 東京学芸大 2  14.61 894
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

5  31 細田　真央 日本体育大 3  14.63 891
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

6  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 7  14.87 859
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

7  17 高橋　このか 東京学芸大 8  15.00 842

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

1  21 物江　来夢 国士舘大 6  14.00 978
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

2  25 橋本　春菜 筑波大 8  14.15 957
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

3  14 大玉　華鈴 日本体育大 5  14.23 946
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

4  18 安田　夏生 広島大 3  14.43 918
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

5  19 上田　紗弥花 立命館大 4  14.63 891
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

6  20 山下　紗稀子 立命館大 2  14.74 876
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

7  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 7  15.07 832

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

1  15 伊藤　明子 筑波大 8 w 13.76 1013
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

2  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 7 w 13.81 1005
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

3  30 大熊　楓 市立船橋高 6 w 14.11 963
ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

4  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 4 w 14.19 952
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

5  27 堂脇　優香 武庫川女子大 2 w 14.28 939
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

6  24 山手　美久莉 アサヒ 3 w 14.34 931
ＨＥＭＰＨＩＬＬ　Ｍｅｇ アトレ

-  13 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 アトレ 5 DNS
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w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場

風速 (+2.3 m/s)

風速 (-0.2 m/s)

女子 七種競技 100mH(0.838m)
19/6/08 10:30 ( 3組 ) 

風速 (+0.8 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] 小林　至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.40| 1.45| 1.50| 1.55| 1.58| 1.61

 1.64| 1.67| 1.70| 1.73
ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

1  15 伊藤　明子 筑波大 9  1.70 855 -    |-    |-    |-    |o    |-      
o    |o    |xo   |xxx  

ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

2  17 高橋　このか 東京学芸大 8  1.67 818 -    |-    |-    |-    |o    |o      
o    |xxo  |xxx

ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

3  19 上田　紗弥花 立命館大 16  1.67 818 -    |-    |o    |o    |o    |xo     
o    |xxo  |xxx

ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

4  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  1.64 783 -    |-    |-    |o    |o    |xo   
xo   |xxx  

ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

5  28 髙瀬　唯奈 中京大 12  1.61 747 -    |-    |o    |o    |xo   |xo    
xxx 

ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

6  14 大玉　華鈴 日本体育大 3  1.61 747 -    |-    |o    |xo   |o    |xxo    
xxx

ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

7  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 10  1.58 712 -    |-    |o    |o    |o    |xxx  
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

8  29 奥村　彩音 東京学芸大 17  1.58 712 -    |-    |o    |xo   |o    |xxx  
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

9  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 6  1.58 712 -    |o    |o    |xo   |xxo  |xxx  
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

10  30 大熊　楓 市立船橋高 7  1.58 712 -    |xo   |o    |xxo  |xxo  |xxx  
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

11  25 橋本　春菜 筑波大 4  1.55 678 -    |-    |o    |o    |xxx  
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

12  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 11  1.55 678 -    |-    |o    |xo   |-    |xxx  
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

13  20 山下　紗稀子 立命館大 13  1.50 621 -    |o    |xo   |xxx  
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

14  24 山手　美久莉 アサヒ 1  1.50 621 o    |o    |xxo  |xxx  
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

14  18 安田　夏生 広島大 2  1.50 621 -    |o    |xxo  |xxx  
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

16  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 14  1.45 566 -    |o    |xxx  
ＨＥＭＰＨＩＬＬ　Ｍｅｇ アトレ

-  13 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 アトレ 15 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.35| 1.40| 1.45| 1.50| 1.55| 1.58

 1.61| 1.64                            
ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

1  21 物江　来夢 国士舘大 1  1.58 712 -    |o    |o    |o    |xo   |xxo    
xxr

ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

2  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 4  1.55 678 -    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

3  27 堂脇　優香 武庫川女子大 2  1.45 566 -    |-    |xxo  |xxx  
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

3  31 細田　真央 日本体育大 3  1.45 566 o    |o    |xxo  |xxx  

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] 小林　至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

女子 七種競技 走高跳 19/6/08 11:25 ( 2組 ) 

○ : 有効
ｒ : 試技放棄

Powered by AthleteRanking.com      

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



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

ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

1  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 5  12.34 684 11.84 | 12.34 | 12.08
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

2  14 大玉　華鈴 日本体育大 4  12.20 674 12.20 | 12.05 | 12.12
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

3  29 奥村　彩音 東京学芸大 1  11.44 624 11.03 | 11.33 | 11.44
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

4  18 安田　夏生 広島大 2  11.31 616 10.44 |   9.64 | 11.31
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

5  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 11  11.15 605 11.07 | 11.15 | 10.94
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

6  17 高橋　このか 東京学芸大 12  11.08 600 10.30 | 10.80 | 11.08
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

7  31 細田　真央 日本体育大 10  11.01 596 11.01 | 10.12 | 10.32
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

8  27 堂脇　優香 武庫川女子大 14  10.75 579 10.38 | 10.22 | 10.75
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

9  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 7  10.69 575 10.69 |   9.51 | 10.41
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

10  25 橋本　春菜 筑波大 16  10.67 573 10.67 | 10.67 |   9.94
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

11  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 3  10.54 565   9.49 |   9.50 | 10.54
ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

12  15 伊藤　明子 筑波大 15  10.50 562 10.33 |   9.99 | 10.50
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

13  24 山手　美久莉 アサヒ 8  10.29 548   9.83 | 10.29 |   9.72
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

14  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 9  10.14 539    ×   |   9.47 | 10.14
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

15  19 上田　紗弥花 立命館大 13  10.11 537 10.11 |   9.96 |   9.80
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

16  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 17  9.42 492    ×   |   9.42 |   9.11
ＨＥＭＰＨＩＬＬ　Ｍｅｇ アトレ

-  13 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 アトレ 6 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

1  30 大熊　楓 市立船橋高 3  10.39 555 10.39 |   9.93 | 10.21
ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

2  21 物江　来夢 国士舘大 1  9.66 507   9.36 |   9.57 |   9.66
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

3  28 髙瀬　唯奈 中京大 2  9.46 494   8.70 |   9.46 |   9.06
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

4  20 山下　紗稀子 立命館大 4  8.53 434   8.14 |   8.39 |   8.53
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

女子 七種競技 砲丸投(4.000kg)
19/6/08 14:40 ( 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] 小林　至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

1  25 橋本　春菜 筑波大 6  25.35 855
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

2  17 高橋　このか 東京学芸大 7  25.89 807
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

3  31 細田　真央 日本体育大 8  25.89 807
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

4  19 上田　紗弥花 立命館大 5  26.20 780
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

5  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 9  26.30 771
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

6  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 4  26.71 736
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

7  28 髙瀬　唯奈 中京大 2  26.80 729
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

8  24 山手　美久莉 アサヒ 3  27.15 699

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

1  21 物江　来夢 国士舘大 5  25.09 879
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

2  30 大熊　楓 市立船橋高 8  25.50 841
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

3  20 山下　紗稀子 立命館大 6  25.92 804
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

4  14 大玉　華鈴 日本体育大 4  26.04 794
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

5  27 堂脇　優香 武庫川女子大 7  26.35 767
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

6  18 安田　夏生 広島大 3  26.54 751
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

7  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 9  26.59 746

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

1  15 伊藤　明子 筑波大 7 w 24.46 937
ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

2  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 6 w 24.81 904
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

3  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5 w 24.88 898
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

4  29 奥村　彩音 東京学芸大 8 w 25.55 837
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

5  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 9 w 26.02 795
ＨＥＭＰＨＩＬＬ　Ｍｅｇ アトレ

-  13 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 アトレ 4 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] 小林　至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

女子 七種競技 200m 19/6/08 17:00 ( 3組 ) 

風速 (-0.1 m/s)

風速 (+0.7 m/s)

風速 (+3.2 m/s)
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w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場



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

ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

1  17 高橋　このか 東京学芸大 4  5.82 (+1.0) 795 5.59(+3.0) | 5.82(+1.0) | 5.55(+3.2)
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

2  19 上田　紗弥花 立命館大 7 w 5.72 (+2.5) 765 5.67(+2.5) | 4.98(+1.8) | 5.72(+2.5)
ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

3  15 伊藤　明子 筑波大 5  5.51 (+1.8) 703 5.51(+1.8) | 5.33(+2.3) | 5.44(+3.3)
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

4  28 髙瀬　唯奈 中京大 11  5.51 (+1.1) 703 5.41(+2.4) | 5.39(+3.0) | 5.51(+1.1)
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

5  29 奥村　彩音 東京学芸大 6 w 5.45 (+2.1) 686 5.36(+4.1) |    ×( - )   | 5.45(+2.1)
ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

6  21 物江　来夢 国士舘大 1 w 5.32 (+3.0) 648    ×( - )   | 5.32(+3.0) | 4.95(+2.0)
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

7  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 3  5.30 (+1.7) 643 5.04(+3.1) | 5.23(+2.1) | 5.30(+1.7)
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

8  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 2  5.24 (+1.8) 626 5.24(+1.8) | 4.97(+0.9) |    ×( - )
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

9  18 安田　夏生 広島大 9 w 5.11 (+3.4) 589 4.91(+1.3) | 4.96(+2.3) | 5.11(+3.4)
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

10  31 細田　真央 日本体育大 10 w 5.09 (+2.3) 584    ×( - )   |    ×( - )   | 5.09(+2.3)
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

11  27 堂脇　優香 武庫川女子大 8 w 5.00 (+2.9) 559 4.90(+1.0) | 4.89(+2.4) | 5.00(+2.9)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

1  20 山下　紗稀子 立命館大 9  6.00 (+1.7) 850 5.60(+0.6) | 5.53(+1.5) | 6.00(+1.7)
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

2  25 橋本　春菜 筑波大 6  5.95 (+1.7) 834 5.33(+1.0) | 5.61(+2.6) | 5.95(+1.7)
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

3  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5  5.89 (+1.0) 816 5.65(+1.3) |    ×( - )   | 5.89(+1.0)
ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

4  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 3  5.84 (+0.6) 801 5.76(+1.1) | 5.53(+2.1) | 5.84(+0.6)
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

5  30 大熊　楓 市立船橋高 2 w 5.66 (+3.2) 747 5.66(+3.2) | 5.56(+1.5) | 5.46(+1.1)
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

6  14 大玉　華鈴 日本体育大 1  5.63 (+0.8) 738 5.48(+1.9) |    ×( - )   | 5.63(+0.8)
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

7  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 4 w 5.55 (+2.5) 715 5.55(+2.5) | 5.41(+1.6) | 5.29(+1.5)
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

8  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 7  5.50 (+1.4) 700 5.47(+1.1) | 5.50(+1.4) |    ×( - )
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

9  24 山手　美久莉 アサヒ 8  5.24 (+1.3) 626    ×( - )   | 5.07(+1.6) | 5.24(+1.3)

w (wind assist) : 追風参考
× : 無効試技
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女子 七種競技 走幅跳 19/6/09 10:10 ( 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] 小林　至
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
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

1  14 大玉　華鈴 日本体育大 10  46.83 799 45.44 | 45.13 | 46.83
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

2  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 5  42.85 722 41.33 | 39.79 | 42.85
ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

3  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 7  42.19 709 42.19 | 39.26 | 40.70
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

4  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 4  41.81 702 41.81 | 40.86 | 41.31
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

5  29 奥村　彩音 東京学芸大 13  41.72 700 39.44 | 41.72 | 41.47
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

6  28 髙瀬　唯奈 中京大 14  40.38 675 38.69 | 40.38 | 37.36
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

7  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 15  38.99 648 38.99 | 37.90 | 37.54
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

8  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 1  38.98 648 38.98 | 36.69 | 35.44
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

9  18 安田　夏生 広島大 17  38.55 639 38.55 | 34.46 | 37.57
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

10  19 上田　紗弥花 立命館大 18  38.12 631 38.12 | 33.57 | 35.64
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

11  17 高橋　このか 東京学芸大 3  36.82 606 34.26 |    －   | 36.82
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

12  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 12  36.20 595    ×   | 32.20 | 36.20
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

13  20 山下　紗稀子 立命館大 11  35.28 577 32.93 | 33.28 | 35.28
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

14  25 橋本　春菜 筑波大 9  35.25 576 30.94 | 35.25 | 32.92
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

15  31 細田　真央 日本体育大 19  35.23 576 32.51 | 35.23 | 32.17
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

16  27 堂脇　優香 武庫川女子大 20  34.65 565 33.33 | 34.65 | 34.25
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

17  30 大熊　楓 市立船橋高 16  34.57 563 30.07 | 34.57 | 33.83
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

18  24 山手　美久莉 アサヒ 6  33.10 535 29.71 | 33.10 | 25.26
ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

19  15 伊藤　明子 筑波大 2  30.78 491 30.08 | 30.37 | 30.78
ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

20  21 物江　来夢 国士舘大 8  30.75 491 30.75 | 30.20 | 29.51

× : 無効試技
－ : パス
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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]
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

女子 七種競技 やり投(600g)
19/6/09 13:40  

小林　至



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

ＭＯＮＯＥ　Ｒａｉｍｕ コクシカンダイ

1  21 物江　来夢 国士舘大 2  2:19.46 831
ＭＩＷＡ　Ｄａｒｉａ チュウオウダイ

2  23 三輪　ﾀﾞﾘﾔ 中央大 5  2:20.71 814
ＤＯＷＡＫＩ　Ｙｕｋａ ムコガワジョシダイ

3  27 堂脇　優香 武庫川女子大 9  2:21.56 802
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｓａｋｉｋｏ リツメイカンダイ

4  20 山下　紗稀子 立命館大 3  2:22.43 791
ＨＯＳＯＤＡ　Ｍａｏ ニホンタイイクダイ

5  31 細田　真央 日本体育大 8  2:27.02 731
ＴＡＫＡＳＥ　Ｙｕｉｎａ チュウキョウダイ

6  28 髙瀬　唯奈 中京大 1  2:28.52 712
ＹＡＳＵＤＡ　Ｎａｔｓｕｋｉ ヒロシマダイ

7  18 安田　夏生 広島大 6  2:29.98 693
ＦＵＪＩＭＯＴＯ　Ｒｕｎａ カナザワセイリョウダイ

8  22 藤本　瑠奈 金沢星稜大 7  2:32.64 660
ＩＺＵＴＡＮＩ　Ｒｉｋｏ ムコガワジョシダイ

9  26 泉谷　莉子 武庫川女子大 4  2:33.56 649
ＹＡＭＡＴＥ　Ｍｉｋｕｒｉ アサヒ

10  24 山手　美久莉 アサヒ 10  2:42.22 548

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＩＴＯ　Ａｋｉｋｏ ツクバダイ

1  15 伊藤　明子 筑波大 4  2:10.65 955
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ　Ｅｒｉ ハセガワタイイクシセツ

2  12 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 2  2:12.30 931
ＹＡＭＡＳＡＫＩ　Ｙｕｋｉ スズキハママツエーシー

3  11 山﨑　有紀 ｽｽﾞｷ浜松AC 1  2:17.09 863
ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　Ｈａｒｕｎａ ツクバダイ

4  25 橋本　春菜 筑波大 5  2:22.23 793
ＵＥＤＡ　Ｓａｙａｋａ リツメイカンダイ

5  19 上田　紗弥花 立命館大 8  2:22.59 789
ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　Ｋｏｎｏｋａ トウキョウガクゲイダイ

6  17 高橋　このか 東京学芸大 6  2:23.06 782
ＯＫＵＭＵＲＡ　Ａｙａｎｅ トウキョウガクゲイダイ

7  29 奥村　彩音 東京学芸大 7  2:23.08 782
ＳＨＲＥＳＴＨＡ　Ｍａｙａ ツクバダイ

8  16 ｼｭﾚｽﾀ　まや 筑波大 10  2:25.44 751
ＯＤＡＭＡ　Ｋａｒｉｎ ニホンタイイクダイ

9  14 大玉　華鈴 日本体育大 3  2:26.22 741
ＯＯＫＵＭＡ　Ｋａｅｄｅ イチリツフナバシコウ

10  30 大熊　楓 市立船橋高 9  2:30.72 684

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] 小林　至
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

女子 七種競技 800m 19/6/09 16:10 ( 2組 ) 
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