
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



35th U20 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

ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ  11.15 ( 0.0)  6.69 (-0.1)  10.95  2.12  51.08  14.32 (+0.8)  28.41  3.40  47.68  4:47.14

駒井　斗馬 東海大/JPN 827 [827] 741 [1568] 543 [2111] 915 [3026] 765 [3791] 934 [4725] 433 [5158] 457 [5615] 554 [6169] 636 [6805]

ヤマギシ　タケル コクシカンダイ  11.29 (+0.2)  6.36 (+0.6)  12.34  1.70  52.19  15.01 (+1.2)  34.82  3.80  61.42  4:56.84

山岸　武 国士舘大/JPN 797 [797] 666 [1463] 627 [2090] 544 [2634] 716 [3350] 848 [4198] 560 [4758] 562 [5320] 759 [6079] 578 [6657]
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ  11.14 ( 0.0)  6.77 (+1.0)  10.93  1.80  51.09  13.96 (+0.8)  27.00  3.40  48.81  4:40.70

山下　朋紀 日本大/JPN 830 [830] 760 [1590] 542 [2132] 627 [2759] 765 [3524] 980 [4504] 406 [4910] 457 [5367] 571 [5938] 676 [6614]

ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ  11.15 ( 0.0)  6.34 (+1.3)  12.44  1.65  51.34  15.10 (+1.2)  35.44  4.10  51.07  5:00.62

山岸　幹 国士舘大/JPN 827 [827] 661 [1488] 633 [2121] 504 [2625] 754 [3379] 837 [4216] 573 [4789] 645 [5434] 604 [6038] 556 [6594]
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ  11.19 (+0.2)  6.59 (+1.5)  10.80  1.80  51.82  14.62 (+0.8)  30.76  3.60  44.36  4:43.33

山本　麟太郎 中京大/JPN 819 [819] 718 [1537] 534 [2071] 627 [2698] 733 [3431] 896 [4327] 479 [4806] 509 [5315] 506 [5821] 659 [6480]

ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ  11.12 (+0.2)  6.80 (+1.5)  9.60  1.91  50.91  15.13 (+1.2)  26.02  3.20  46.53  4:39.17

岩切　魁人 千葉商科大/JPN 834 [834] 767 [1601] 462 [2063] 723 [2786] 773 [3559] 834 [4393] 387 [4780] 406 [5186] 537 [5723] 686 [6409]
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン  11.78 (+0.2)  6.07 (-0.2)  11.77  1.75  50.39  15.22 (+1.2)  24.09  4.10  41.50  4:30.04

東森　夏輝 近大高専/JPN 695 [695] 602 [1297] 592 [1889] 585 [2474] 797 [3271] 823 [4094] 350 [4444] 645 [5089] 464 [5553] 744 [6297]
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ  11.55 (+0.2)  6.30 (+0.4)  11.75  1.80  51.92  15.18 (+0.8)  30.82  3.00  54.26  4:53.56

北川　嵩人 国士舘大/JPN 742 [742] 652 [1394] 591 [1985] 627 [2612] 728 [3340] 828 [4168] 481 [4649] 357 [5006] 652 [5658] 597 [6255]

ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ  11.50 (+0.2)  6.40 (+0.4)  11.32  1.65  52.45  14.75 (+1.2)  31.28  3.80  42.04  4:46.43

中島　貴心 大阪体育大/JPN 753 [753] 675 [1428] 565 [1993] 504 [2497] 705 [3202] 880 [4082] 490 [4572] 562 [5134] 472 [5606] 640 [6246]

ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ  11.63 ( 0.0)  6.75 (+0.7)  11.27  1.65  53.23  15.54 (+1.2)  27.56  3.00  52.91  4:43.69

穂苅　康人 東京学芸大/JPN 725 [725] 755 [1480] 562 [2042] 504 [2546] 672 [3218] 785 [4003] 417 [4420] 357 [4777] 632 [5409] 657 [6066]

ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ  11.41 ( 0.0)  6.40 (+0.3)  10.31  1.91  52.68  14.78 (+0.8)  30.80  3.60  31.24  5:19.61

梅田　朔也 中京大/JPN 771 [771] 675 [1446] 504 [1950] 723 [2673] 695 [3368] 876 [4244] 480 [4724] 509 [5233] 317 [5550] 452 [6002]

ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ  11.94 (+0.2)  6.20 (+0.5)  11.22  1.80  54.90  15.45 (+0.8)  29.19  3.40  52.26  4:57.05

高須賀　蓮 同志社大/JPN 663 [663] 630 [1293] 559 [1852] 627 [2479] 603 [3082] 796 [3878] 449 [4327] 457 [4784] 622 [5406] 577 [5983]

ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ  11.71 ( 0.0)  6.13 (+1.3)  11.53 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

佐田　征義 順天堂大/JPN 709 [709] 615 [1324] 578 [1902] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

3014 [7]  6805

3

2  52 3379 5 3215 [2]  6594 4

10  60 3524 3 3090 [3]  6614

10

7  57 3202 11 3044 [5]  6246

5

4  54 3559 2 2850 [10]  6409 6

5  55 3431 4 3049 [4]  6480

11

13  63 3082 12

7

12

12  62 3368 6 2634 [12]  6002

9

11  61 3218 10 2848 [11]  6066
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DNS (Did Not Start) : 欠場

-9  59 - -

3271 9

種目 U20 男子 十種競技 MEN Decathlon 期日・時刻 08/06/19 - 09/06/19 審判長 内堀俊彦

競技会名 第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 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]

8  58 3791 1

2901 [9]  5983

3026 [6]  6297

1

1  51 3350 7 3307 [1]  6657 2

3  53 3340 8 2915 [8]  6255 8

6  56



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

ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

1  54 岩切　魁人 千葉商科大 6  11.12 834
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

2  55 山本　麟太郎 中京大 4  11.19 819
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

3  51 山岸　武 国士舘大 7  11.29 797
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

4  57 中島　貴心 大阪体育大 8  11.50 753
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

5  53 北川　嵩人 国士舘大 5  11.55 742
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

6  56 東森　夏輝 近大高専 3  11.78 695
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

7  63 高須賀　蓮 同志社大 9  11.94 663

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

1  60 山下　朋紀 日本大 5  11.14 830
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

2  58 駒井　斗馬 東海大 6  11.15 827
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

2  52 山岸　幹 国士舘大 7  11.15 827
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

4  62 梅田　朔也 中京大 8  11.41 771
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

5  61 穂苅　康人 東京学芸大 4  11.63 725
ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ

6  59 佐田　征義 順天堂大 3  11.71 709

風速 ( 0.0 m/s)
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U20 男子 十種競技 100m 19/6/08 09:40 ( 2組 ) 

風速 (+0.2 m/s)

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 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 風速 得点 備考

ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

1  54 岩切　魁人 千葉商科大 8  6.80 (+1.5) 767 6.51(-1.1) | 6.51(+1.6) | 6.80(+1.5)
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

2  60 山下　朋紀 日本大 4  6.77 (+1.0) 760 6.76(-0.5) | 6.71(+0.8) | 6.77(+1.0)
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

3  61 穂苅　康人 東京学芸大 5  6.75 (+0.7) 755    ×   ( - ) | 6.42(+0.3) | 6.75(+0.7)
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

4  58 駒井　斗馬 東海大 6  6.69 (-0.1) 741 6.57(+0.5) | 6.40(+0.2) | 6.69(-0.1)
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

5  55 山本　麟太郎 中京大 9  6.59 (+1.5) 718    ×   ( - ) |   ×   ( - ) | 6.59(+1.5)
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

6  62 梅田　朔也 中京大 7  6.40 (+0.3) 675 6.11(+1.4) | 6.37(-0.3) | 6.40(+0.3)
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

7  57 中島　貴心 大阪体育大 13  6.40 (+0.4) 675 6.13(+0.4) | 6.08(+0.3) | 6.40(+0.4)
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

8  51 山岸　武 国士舘大 12  6.36 (+0.6) 666 6.31(+1.1) | 6.21(+1.5) | 6.36(+0.6)
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

9  52 山岸　幹 国士舘大 2  6.34 (+1.3) 661    ×   ( - ) |   ×   ( - ) | 6.34(+1.3)
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

10  53 北川　嵩人 国士舘大 10  6.30 (+0.4) 652 6.11(+0.9) | 6.09(+0.8) | 6.30(+0.4)
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

11  63 高須賀　蓮 同志社大 11  6.20 (+0.5) 630 6.20(+0.5) | 5.98(+0.9) | 5.88(+0.8)
ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ

12  59 佐田　征義 順天堂大 3  6.13 (+1.3) 615    ×   ( - ) | 6.13(+1.3) | 6.02(+0.7)
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

13  56 東森　夏輝 近大高専 1  6.07 (-0.2) 602 6.07(-0.2) | 5.78(+0.8) | 5.97(+0.5)
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× : 無効試技

U20 男子 十種競技 走幅跳
2019/6/8 10:35

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 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

ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

1  56 東森　夏輝 近大高専 1  11.77 592 11.41 | 11.75 | 11.77
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

2  53 北川　嵩人 国士舘大 5  11.75 591 10.25 | 11.45 | 11.75
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

3  57 中島　貴心 大阪体育大 6  11.32 565 10.78 | 11.32 | 11.00
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

4  58 駒井　斗馬 東海大 2  10.95 543   9.96 | 10.95 | 10.56
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

5  55 山本　麟太郎 中京大 3  10.80 534 10.06 | 10.52 | 10.80
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

6  62 梅田　朔也 中京大 4  10.31 504 10.08 | 10.31 |   9.41
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

7  54 岩切　魁人 千葉商科大 7  9.60 462   8.36 |   9.60 |   9.18

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

1  52 山岸　幹 国士舘大 1  12.44 633 12.12 | 12.44 | 12.22
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

2  51 山岸　武 国士舘大 3  12.34 627 11.88 | 12.34 | 12.30
ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ

3  59 佐田　征義 順天堂大 6  11.53 578 11.11 | 11.48 | 11.53
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

4  61 穂苅　康人 東京学芸大 5  11.27 562 11.23 | 11.27 | 11.11
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

5  63 高須賀　蓮 同志社大 2  11.22 559 10.37 |   9.23 | 11.22
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

6  60 山下　朋紀 日本大 4  10.93 542 10.93 | 10.80 | 10.70

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 砲丸投(6.000kg)
19/6/08 12:15 ( 2組 ) 
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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 得点 備考  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85

ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

1  60 山下　朋紀 日本大 7  1.80 627 o    |o    |o    |o    |xxx  
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

2  55 山本　麟太郎 中京大 4  1.80 627 -    |o    |xo   |xo   |xxx  
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

3  56 東森　夏輝 近大高専 5  1.75 585 o    |o    |xxo  |xxx  
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

4  51 山岸　武 国士舘大 6  1.70 544 o    |o    |xxx  
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

5  57 中島　貴心 大阪体育大 1  1.65 504 o    |xxx  
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

5  52 山岸　幹 国士舘大 3  1.65 504 o    |xxx  
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

7  61 穂苅　康人 東京学芸大 2  1.65 504 xo   |xxx  

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| 1.88| 1.91| 1.94

 1.97| 2.00| 2.03| 2.06| 2.09| 2.12| 2.15     
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

1  58 駒井　斗馬 東海大 2  2.12 915 -    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |-     

o    |-    |o    |o    |o    |xo   |xxx       
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

2  62 梅田　朔也 中京大 4  1.91 723 -    |-    |-    |o    |o    |xo   |o    |xxx  
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

3  54 岩切　魁人 千葉商科大 3  1.91 723 -    |-    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

4  53 北川　嵩人 国士舘大 1  1.80 627 o    |o    |o    |o    |xxx                   
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

5  63 高須賀　蓮 同志社大 6  1.80 627 -    |o    |xo   |xxo  |xxx                     
ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ

-  59 佐田　征義 順天堂大 5 DNS

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 走高跳
19/6/08 14:10 ( 2組 ) 

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

ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

1  54 岩切　魁人 千葉商科大 6  50.91 773
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

2  52 山岸　幹 国士舘大 7  51.34 754
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

3  55 山本　麟太郎 中京大 9  51.82 733
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

4  53 北川　嵩人 国士舘大 3  51.92 728
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

5  51 山岸　武 国士舘大 5  52.19 716
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

6  57 中島　貴心 大阪体育大 4  52.45 705
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

7  63 高須賀　蓮 同志社大 8  54.90 603

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

1  56 東森　夏輝 近大高専 7  50.39 797
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

2  58 駒井　斗馬 東海大 6  51.08 765
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

3  60 山下　朋紀 日本大 4  51.09 765
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

4  62 梅田　朔也 中京大 8  52.68 695
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

5  61 穂苅　康人 東京学芸大 3  53.23 672
ＳＡＴＡ　Ｓｅｉｇｉ ジュンテンドウダイ

-  59 佐田　征義 順天堂大 5 DNS

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 400m 19/6/08 17:20 ( 2組 ) 

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/06/08 17:34:05



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

ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

1  57 中島　貴心 大阪体育大 5  14.75 880
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

2  51 山岸　武 国士舘大 7  15.01 848
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

3  52 山岸　幹 国士舘大 3  15.10 837
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

4  54 岩切　魁人 千葉商科大 6  15.13 834
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

5  56 東森　夏輝 近大高専 8  15.22 823
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

6  61 穂苅　康人 東京学芸大 4  15.54 785

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

1  60 山下　朋紀 日本大 6  13.96 980
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

2  58 駒井　斗馬 東海大 5  14.32 934
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

3  55 山本　麟太郎 中京大 7  14.62 896
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

4  62 梅田　朔也 中京大 4  14.78 876
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

5  53 北川　嵩人 国士舘大 8  15.18 828
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

6  63 高須賀　蓮 同志社大 3  15.45 796

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 110mH(0.991m)
19/6/09 09:00 ( 2組 ) 

風速 (+1.2 m/s)

Powered by AthleteRanking.com      

風速 (+0.8 m/s)



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
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

1  52 山岸　幹 国士舘大 2  35.44 573 33.62 | 35.44 | 33.91
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

2  51 山岸　武 国士舘大 4  34.82 560 32.82 | 34.82 | 31.05
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

3  57 中島　貴心 大阪体育大 10  31.28 490 27.00 | 31.28 | 27.75
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

4  53 北川　嵩人 国士舘大 1  30.82 481 24.24 | 29.41 | 30.82
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

5  62 梅田　朔也 中京大 11  30.80 480 28.72 | 28.03 | 30.80
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

6  55 山本　麟太郎 中京大 6  30.76 479 24.87 | 29.10 | 30.76
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

7  63 高須賀　蓮 同志社大 9  29.19 449 28.53 | 29.19 | 28.10
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

8  58 駒井　斗馬 東海大 3  28.41 433 28.41 |    ×   | 27.89
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

9  61 穂苅　康人 東京学芸大 5  27.56 417    ×   | 27.56 |    ×
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

10  60 山下　朋紀 日本大 12  27.00 406    ×   | 25.35 | 27.00
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

11  54 岩切　魁人 千葉商科大 7  26.02 387 25.67 | 26.02 | 25.93
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

12  56 東森　夏輝 近大高専 8  24.09 350 23.15 | 23.55 | 24.09

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com     

U20 男子 十種競技 円盤投(1.750kg)
19/6/09 09:50  

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 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  2.60| 2.80| 3.00| 3.20| 3.40| 3.50

 3.60| 3.70                    
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

1  62 梅田　朔也 中京大 4  3.60 509 o    |o    |o    |o    |o    |xo   
xxo  |xxx          

ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

2  60 山下　朋紀 日本大 1  3.40 457 -    |-    |o    |o    |o    |xxx  
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

3  58 駒井　斗馬 東海大 2  3.40 457 xo   |o    |o    |o    |o    |xxx  
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

4  63 高須賀　蓮 同志社大 6  3.40 457 xxo  |o    |o    |o    |o    |xxx  
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

5  54 岩切　魁人 千葉商科大 5  3.20 406 o    |o    |o    |o    |xxx  
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

6  61 穂苅　康人 東京学芸大 3  3.00 357 o    |xo   |o    |r    

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  2.60| 2.80| 3.00| 3.20| 3.40| 3.50

 3.60| 3.70| 3.80| 3.90| 4.00| 4.10
 4.20                  

ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

1  56 東森　夏輝 近大高専 2  4.10 645 -    |-    |-    |-    |-    |-    
xo   |o    |o    |o    |o    |xo   
xxx  

ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

2  52 山岸　幹 国士舘大 1  4.10 645 -    |-    |-    |o    |o    |o   
-    |xo   |o    |xxo  |xo   |xxo  
xxx  

ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

3  57 中島　貴心 大阪体育大 5  3.80 562 -    |-    |-    |xxo  |xo   |o    
xo   |o    |o    |xxx       

ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

4  51 山岸　武 国士舘大 3  3.80 562 -    |-    |o    |o    |xo   |xo   
o    |o    |xo   |xxx  

ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

5  55 山本　麟太郎 中京大 4  3.60 509 -    |-    |-    |-    |o    |-    
o    |-    |xxx           

ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

6  53 北川　嵩人 国士舘大 6  3.00 357 o    |o    |xo   |xxx  

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 棒高跳
19/6/09 11:30 ( 2組 ) 

Powered by AthleteRanking.com      

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
ｒ : 試技放棄



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
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

1  51 山岸　武 国士舘大 5  61.42 759 55.86 | 58.60 | 61.42
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

2  53 北川　嵩人 国士舘大 2  54.26 652    ×   | 49.72 | 54.26
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

3  61 穂苅　康人 東京学芸大 9  52.91 632 52.91 | 48.07 | 43.83
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

4  63 高須賀　蓮 同志社大 11  52.26 622 50.22 | 52.26 | 47.79
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

5  52 山岸　幹 国士舘大 12  51.07 604 42.42 | 48.45 | 51.07
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

6  60 山下　朋紀 日本大 10  48.81 571 48.81 | 43.84 | 48.46
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

7  58 駒井　斗馬 東海大 1  47.68 554 45.35 | 47.68 | 47.04
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

8  54 岩切　魁人 千葉商科大 7  46.53 537 42.74 | 43.73 | 46.53
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

9  55 山本　麟太郎 中京大 6  44.36 506    ×   | 44.36 | 39.02
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

10  57 中島　貴心 大阪体育大 8  42.04 472    ×   | 42.04 | 41.14
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

11  56 東森　夏輝 近大高専 3  41.50 464 41.50 | 36.56 | 38.73
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

12  62 梅田　朔也 中京大 4  31.24 317 31.24 | 30.71 |    ×

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技やり投(800g)
19/6/09 15:00  

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      



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
ＨＩＧＡＳＨＩＭＯＲＩ　Ｎａｔｓｕｋｉ キンダイコウセン

1  56 東森　夏輝 近大高専 9  4:30.04 744
ＩＷＡＫＩＲＩ　Ｋａｉｔｏ チバショウカダイ

2  54 岩切　魁人 千葉商科大 6  4:39.17 686
ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ　Ｔｏｍｏｋｉ ニホンダイ

3  60 山下　朋紀 日本大 4  4:40.70 676
ＹＡＭＡＭＯＴＯ　Ｒｉｎｔａｒｏ チュウキョウダイ

4  55 山本　麟太郎 中京大 5  4:43.33 659
ＨＯＫＡＲＩ　Ｙａｓｕｔｏ トウキョウガクゲイダイ

5  61 穂苅　康人 東京学芸大 11  4:43.69 657
ＮＡＫＡＪＩＭＡ　Ｋｉｓｈｉｎ オオサカタイイクダイ

6  57 中島　貴心 大阪体育大 8  4:46.43 640
ＫＯＭＡＩ　Ｔｏｍａ トウカイダイ

7  58 駒井　斗馬 東海大 1  4:47.14 636
ＫＩＴＡＧＡＷＡ　Ｔａｋａｔｏ コクシカンダイ

8  53 北川　嵩人 国士舘大 7  4:53.56 597
ヤマギシ　タケル コクシカンダイ

9  51 山岸　武 国士舘大 2  4:56.84 578
ＴＡＫＡＳＵＧＡ　Ｒｅｎ ドウシシャダイ

10  63 高須賀　蓮 同志社大 12  4:57.05 577
ヤマギシ　モトキ コクシカンダイ

11  52 山岸　幹 国士舘大 3  5:00.62 556
ＵＭＥＤＡ　Ｓａｋｕｙａ チュウキョウダイ

12  62 梅田　朔也 中京大 10  5:19.61 452

リザルトリスト

第35回U20日本陸上競技選手権大会 混成競技 [19500322] 内堀俊彦
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 男子 十種競技 1500m
19/6/09 16:50  

Powered by AthleteRanking.com      


