
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

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

ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ  14.44 (+1.2)  1.62  10.64 w 26.14 (+2.1) w 5.71 (+3.2)  34.41  2:20.32

池田　涼香 筑波大/JPN 917 [917] 759 [1676] 571 [2247] 785 [3032] 762 [3794] 560 [4354] 819 [5173]

ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ  14.73 (+1.2)  1.71  8.99 w 26.54 (+2.1)  5.42 (+1.9)  37.89  2:18.86

伊藤　桃子 中京大中京高/JPN 878 [878] 867 [1745] 464 [2209] 751 [2960] 677 [3637] 627 [4264] 839 [5103]

タナカ　ユリ シガクカンコウ  15.28 ( 0.0)  1.53  10.35  26.66 (+1.3) w 5.19 (+3.6)  44.54  2:19.65

田中　友梨 至学館高/JPN 805 [805] 655 [1460] 552 [2012] 740 [2752] 612 [3364] 755 [4119] 828 [4947]

ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ  14.45 (+1.2)  1.50  8.99 w 25.51 (+2.1)  5.09 (+1.4)  39.92  2:27.60

梶木　菜々香 中央大/JPN 916 [916] 621 [1537] 464 [2001] 841 [2842] 584 [3426] 666 [4092] 723 [4815]

ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ  14.77 (+1.2)  1.50  9.59 w 25.48 (+2.1)  5.22 (+1.6)  28.91  2:19.29

本多　美沙 立教大/JPN 872 [872] 621 [1493] 503 [1996] 843 [2839] 620 [3459] 456 [3915] 833 [4748]

ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ  15.21 (+1.2)  1.45  10.72 w 26.84 (+2.1)  4.92 (+1.8)  42.73  2:25.56

竜門　千佳 日本体育大/JPN 814 [814] 566 [1380] 577 [1957] 725 [2682] 538 [3220] 720 [3940] 750 [4690]

ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ  15.82 ( 0.0)  1.59  10.57  27.12 (+1.3)  5.07 (+1.2)  39.75  2:33.99

藤田　紗江 国士舘大/JPN 736 [736] 724 [1460] 567 [2027] 702 [2729] 578 [3307] 662 [3969] 644 [4613]

ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ  15.48 ( 0.0)  1.40  8.41  26.66 (+1.3)  5.54 (+1.6)  36.81  2:19.85

前田　あすか 名城大附属高/JPN 779 [779] 512 [1291] 426 [1717] 740 [2457] 712 [3169] 606 [3775] 826 [4601]
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ  15.34 ( 0.0)  1.45  8.48  26.86 (+1.3) w 5.22 (+2.2)  37.75  2:31.60

池本　夏実 中央大/JPN 797 [797] 566 [1363] 430 [1793] 724 [2517] 620 [3137] 624 [3761] 673 [4434]

ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ  16.13 ( 0.0)  1.40  10.72 w 27.34 (+2.1)  4.96 (+1.6)  45.44  2:49.04

太田　杏優 武庫川女子大/JPN 698 [698] 512 [1210] 577 [1787] 684 [2471] 548 [3019] 772 [3791] 474 [4265]
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ  16.19 ( 0.0)  1.40  9.56  26.47 (+1.3) w 4.97 (+2.9)  31.13  2:27.03

川西　もも 東大阪大/JPN 691 [691] 512 [1203] 501 [1704] 757 [2461] 551 [3012] 498 [3510] 731 [4241]

ＫＡＤＯＩＫＥ　Ｍａｎａ キュウシュウキョウリツダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

門池　愛 九州共立大/JPN - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

ＭＩＺＵＯＣＨＩ　Ｒａｒａ コクシカンダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

水落　らら 国士舘大/JPN - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

種目 U20 女子 七種競技  WOMEN  Heptathlon 期日・時刻 08/06/19 - 09/06/19 審判長 小林幸太郎

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

DNS (Did Not Start) : 欠場
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 Nagano (Municipal Stadium-main)

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]

12  63 2457 11 2144 [2]  4601 8

-9  60 - -

8  59 - - -

6  57 2842 3 1973 [6]  4815 4

7  58 2752 5 2195 [1]  4947 3

1111  62 2461 10 1780 [11]  4241

9

13  64 2471 9 1794 [10]  4265 10

10  61 2517 8 1917 [7]  4434

5  56 2729 6 1884 [9]  4613

5

3  54 2682 7 2008 [5]  4690 6

4  55 2839 4 1909 [8]  4748

7

1
公認
5152

1  51 2960 2 2143 [3]  5103 2

2  52 3032 1 2141 [4] w 5173



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

タナカ　ユリ シガクカンコウ

1  58 田中　友梨 至学館高 4  15.28 805
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

2  61 池本　夏実 中央大 3  15.34 797
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

3  63 前田　あすか 名城大附属高 2  15.48 779
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

4  56 藤田　紗江 国士舘大 6  15.82 736
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

5  64 太田　杏優 武庫川女子大 8  16.13 698
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

6  62 川西　もも 東大阪大 7  16.19 691
ＫＡＤＯＩＫＥ　Ｍａｎａ キュウシュウキョウリツダイ

-  59 門池　愛 九州共立大 5 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

1  52 池田　涼香 筑波大 5  14.44 917
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

2  57 梶木　菜々香 中央大 7  14.45 916
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

3  51 伊藤　桃子 中京大中京高 8  14.73 878
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

4  55 本多　美沙 立教大 4  14.77 872
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

5  54 竜門　千佳 日本体育大 6  15.21 814
ＭＩＺＵＯＣＨＩ　Ｒａｒａ コクシカンダイ

-  60 水落　らら 国士舘大 3 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] 小林幸太郎
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 女子 七種競技 100mH(0.838m)
19/6/08 10:15 ( 2組 ) 

風速 ( 0.0 m/s)

風速 (+1.2 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 得点 備考  1.30| 1.35| 1.40| 1.45| 1.50| 1.53| 1.56

 1.59| 1.62| 1.65| 1.68| 1.71| 1.74      
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

1  51 伊藤　桃子 中京大中京高 10  1.71 867 -    |-    |-    |-    |-    |-    |o    
o    |o    |o    |xo   |xxo  |xxx      

ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

2  52 池田　涼香 筑波大 2  1.62 759 -    |-    |-    |-    |o    |o    |o    
o    |xxo  |xxx                           

ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

3  56 藤田　紗江 国士舘大 12  1.59 724 -    |-    |-    |-    |-    |o    |xo   
xxo  |xxx                                

タナカ　ユリ シガクカンコウ

4  58 田中　友梨 至学館高 8  1.53 655 -    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

5  57 梶木　菜々香 中央大 9  1.50 621 -    |-    |o    |xxo  |xo   |xxx         
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

6  55 本多　美沙 立教大 1  1.50 621 -    |-    |o    |o    |xxo  |xxx         
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

7  54 竜門　千佳 日本体育大 3  1.45 566 -    |o    |o    |xxo  |xxx               
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

7  61 池本　夏実 中央大 7  1.45 566 -    |-    |o    |xxo  |xxx                
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

9  62 川西　もも 東大阪大 6  1.40 512 -    |o    |o    |xxx                    
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

9  63 前田　あすか 名城大附属高 13  1.40 512 o    |o    |o    |xxx                    
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

11  64 太田　杏優 武庫川女子大 11  1.40 512 -    |o    |xxo  |xxx                    
ＭＩＺＵＯＣＨＩ　Ｒａｒａ コクシカンダイ

-  60 水落　らら 国士舘大 4 DNS
ＫＡＤＯＩＫＥ　Ｍａｎａ キュウシュウキョウリツダイ

-  59 門池　愛 九州共立大 5 DNS

Powered by AthleteRanking.com     

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

U20 女子 七種競技 走高跳
2019/6/8 11:25

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] 小林幸太郎
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

ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

1  64 太田　杏優 武庫川女子大 7  10.72 577 10.54 | 10.60 | 10.72
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

2  54 竜門　千佳 日本体育大 6  10.72 577 10.26 | 10.72 | 10.32
ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

3  52 池田　涼香 筑波大 4  10.64 571 10.64 | 10.49 | 10.53
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

4  56 藤田　紗江 国士舘大 5  10.57 567 10.30 | 10.32 | 10.57
タナカ　ユリ シガクカンコウ

5  58 田中　友梨 至学館高 11  10.35 552 10.27 | 10.35 |   9.90
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

6  55 本多　美沙 立教大 12  9.59 503   9.52 |   9.59 |   ×
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

7  62 川西　もも 東大阪大 1  9.56 501   8.49 |   9.55 |   9.56
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

8  57 梶木　菜々香 中央大 8  8.99 464   8.22 |   8.99 |   8.84
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

9  51 伊藤　桃子 中京大中京高 3  8.99 464   8.77 |   8.53 |   8.99
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

10  61 池本　夏実 中央大 13  8.48 430   7.80 |   8.48 |   8.00
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

11  63 前田　あすか 名城大附属高 2  8.41 426   8.41 |   8.22 |   8.02
ＫＡＤＯＩＫＥ　Ｍａｎａ キュウシュウキョウリツダイ

-  59 門池　愛 九州共立大 9 DNS
ＭＩＺＵＯＣＨＩ　Ｒａｒａ コクシカンダイ

-  60 水落　らら 国士舘大 10 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] 小林幸太郎
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 女子 七種競技 砲丸投(4.000kg)
2019/6/8 14:40

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

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

ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

1  62 川西　もも 東大阪大 5  26.47 757
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

2  63 前田　あすか 名城大附属高 2  26.66 740
タナカ　ユリ シガクカンコウ

3  58 田中　友梨 至学館高 7  26.66 740
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

4  61 池本　夏実 中央大 3  26.86 724
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

5  56 藤田　紗江 国士舘大 4  27.12 702
ＭＩＺＵＯＣＨＩ　Ｒａｒａ コクシカンダイ

-  60 水落　らら 国士舘大 6 DNS
ＫＡＤＯＩＫＥ　Ｍａｎａ キュウシュウキョウリツダイ

-  59 門池　愛 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

ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

1  55 本多　美沙 立教大 6 w 25.48 843
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

2  57 梶木　菜々香 中央大 5 w 25.51 841
ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

3  52 池田　涼香 筑波大 3 w 26.14 785
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

4  51 伊藤　桃子 中京大中京高 7 w 26.54 751
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

5  54 竜門　千佳 日本体育大 4 w 26.84 725
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

6  64 太田　杏優 武庫川女子大 8 w 27.34 684
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風速 (+2.1 m/s)

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

U20 女子 七種競技 200m 19/6/08 16:45 ( 2組 ) 

風速 (+1.3 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] 小林幸太郎
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 風速 得点 備考
ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

1  52 池田　涼香 筑波大 3 w 5.71 (+3.2) 762 5.55(+1.2) | 5.71(+3.2) | 5.64(+1.5)
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

2  63 前田　あすか 名城大附属高 7  5.54 (+1.6) 712    ×  ( - ) | 5.39(+1.6) | 5.54(+1.6)
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

3  51 伊藤　桃子 中京大中京高 4  5.42 (+1.9) 677 5.21(+0.3) | 5.42(+1.9) | 5.38(+1.6)
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

4  55 本多　美沙 立教大 5  5.22 (+1.6) 620 5.12(+2.8) | 5.16(+1.8) | 5.22(+1.6)
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

5  61 池本　夏実 中央大 10 w 5.22 (+2.2) 620 5.06(+1.1) | 5.11(+1.8) | 5.22(+2.2)
タナカ　ユリ シガクカンコウ

6  58 田中　友梨 至学館高 11 w 5.19 (+3.6) 612 5.18(+2.3) | 5.09(+3.7) | 5.19(+3.6)
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

7  57 梶木　菜々香 中央大 6  5.09 (+1.4) 584 4.99(+1.7) | 5.09(+1.4) |    ×( - )
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

8  56 藤田　紗江 国士舘大 1  5.07 (+1.2) 578 5.07(+1.2) | 4.76(+0.7) | 5.06(+1.3)
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

9  62 川西　もも 東大阪大 2 w 4.97 (+2.9) 551 4.61(+1.6) | 4.58(+0.5) | 4.97(+2.9)
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

10  64 太田　杏優 武庫川女子大 8  4.96 (+1.6) 548 4.73(+2.3) | 4.96(+1.6) | 4.55(+1.9)
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

11  54 竜門　千佳 日本体育大 9  4.92 (+1.8) 538 4.86(+3.3) | 4.65(+1.2) | 4.92(+1.8)
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w (wind assist) : 追風参考
× : 無効試技

U20 女子 七種競技 走幅跳
19/6/09 09:30  

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] 小林幸太郎
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
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

1  64 太田　杏優 武庫川女子大 1  45.44 772 39.96 |    ×  | 45.44
タナカ　ユリ シガクカンコウ

2  58 田中　友梨 至学館高 6  44.54 755 42.12 | 44.54 | 44.39
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

3  54 竜門　千佳 日本体育大 9  42.73 720 37.15 | 42.73 | 40.52
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

4  57 梶木　菜々香 中央大 10  39.92 666 38.98 | 37.19 | 39.92
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

5  56 藤田　紗江 国士舘大 3  39.75 662 39.75 | 31.69 |    ×
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

6  51 伊藤　桃子 中京大中京高 8  37.89 627 34.54 | 35.55 | 37.89
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

7  61 池本　夏実 中央大 7  37.75 624 37.75 | 32.83 | 34.27
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

8  63 前田　あすか 名城大附属高 11  36.81 606 35.76 | 36.81 | 34.76
ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

9  52 池田　涼香 筑波大 4  34.41 560 32.37 | 31.16 | 34.41
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

10  62 川西　もも 東大阪大 5  31.13 498 29.76 | 29.61 | 31.13
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

11  55 本多　美沙 立教大 2  28.91 456 28.80 | 28.91 | 28.78

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]
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 女子 七種競技 やり投(600g)
19/6/09 12:30  

小林幸太郎

× : 無効試技
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審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ チュウキョウダイチュウキョウコウ

1  51 伊藤　桃子 中京大中京高 2  2:18.86 839
ＨＯＮＤＡ　Ｍｉｓａ リッキョウダイ

2  55 本多　美沙 立教大 7  2:19.29 833
タナカ　ユリ シガクカンコウ

3  58 田中　友梨 至学館高 3  2:19.65 828
ＭＡＥＤＡ　Ａｓｕｋａ メイジョウダイフゾクコウ

4  63 前田　あすか 名城大附属高 9  2:19.85 826
ＩＫＥＤＡ　Ｓｕｚｕｋａ ツクバダイ

5  52 池田　涼香 筑波大 1  2:20.32 819
ＲＹＵＭＯＮ　Ｃｈｉｋａ ニホンタイイクダイ

6  54 竜門　千佳 日本体育大 6  2:25.56 750
ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ　Ｍｏｍｏ オオサカハンダイ

7  62 川西　もも 東大阪大 11  2:27.03 731
ＫＡＪＩＫＩ　Ｎａｎａｋａ チュウオウダイ

8  57 梶木　菜々香 中央大 4  2:27.60 723
ＩＫＥＭＯＴＯ　Ｎａｔｓｕｍｉ チュウオウダイ

9  61 池本　夏実 中央大 10  2:31.60 673
ＦＵＪＩＴＡ　Ｓａｅ コクシカンダイ

10  56 藤田　紗江 国士舘大 5  2:33.99 644
ＯＴＡ　Ａｙｕ ムコガワジョシダイ

11  64 太田　杏優 武庫川女子大 8  2:49.04 474

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] 小林幸太郎
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 女子 七種競技 800m 19/6/09 15:50  
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