


大会コード 20500321

大会コード 20500322

： ２０２０年９月２６日（土）- ２７日（日）

： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）

： 内山 了治

： 小林 幸太郎 (十種)

横打 史雄 (七種)

内堀 俊彦 (U20十種)　

篠原 克修 (U20七種)

中津 敦喜 (スタート)

： 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

9月26日(土) 9月27日(日)

記録・情報主任

第104回日本陸上競技選手権大会・混成競技

Ｕ20 全国陸上競技大会・混成競技

期 日

会 場

総 務

審 判 長

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)

9:00 雨 0.0 20.1 78.188.0 9:00 曇り 北東 0.9 19.4

(m/s) (℃) (%)

0.6 20.4 73.6

11:00 曇り 南 0.4 22.4 76.0 11:00 雨 北 1.5 20.9 72.6

10:00 曇り 北東 1.0 21.0 85.0 10:00 雨 南西

12:00 曇り 南南西 1.1 23.2 72.6

13:00 曇り 南南西 1.2 22.9 72.0 13:00 曇り 南東

73.0 12:00 曇り 北 1.5 21.0

1.7 20.9 65.9

1.8 20.9 61.9

15:00 曇り 南南東 0.6 23.2 60.772.0 15:00 曇り 北東 2.1 21.9

14:00 曇り 北東 0.8 23.6 70.0 14:00 曇り 北北東

18.6

晴れ 北

16:00 曇り 北 0.8 23.1 74.0 16:00 晴れ 北北東

1.6 19.9 64.4

18:00 曇り 北東 0.4 22.3

2.1 20.9 58.7

17:00 曇り 北 1 22.6 77.0 17:00

69.279.0 18:00 晴れ 北北東 1.0



Ord. Bib. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m １日目得点 １日目順位 走幅跳 やり投 800m ２日目得点 合計得点 順位 備考

ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ  14.98 (+0.3)  1.64  9.89  26.81 (+0.8)  5.27 (+0.3)  37.32  2:20.57

伊藤　桃子 844 [844] 783 [1627] 522 [2149] 728 [2877] 634 [3511] 616 [4127] 816 [4943]

ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ  14.98 (+0.3)  1.61  9.80  27.30 (+0.8)  5.07 (+0.7)  37.18  2:24.71

堂本　鈴華 844 [844] 747 [1591] 516 [2107] 687 [2794] 578 [3372] 613 [3985] 761 [4746]
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ  14.56 (+0.3)  1.50  10.49  25.93 (+0.8)  5.15 (+0.6)  33.81  2:42.23

濱口　紀子 901 [901] 621 [1522] 562 [2084] 803 [2887] 601 [3488] 549 [4037] 548 [4585]

ＡＫＩＯ　Ｋａｅ  15.26 (+0.3)  1.45  8.73  27.34 (+0.8)  5.37 (+0.3)  28.78  2:37.47

秋尾　佳恵 808 [808] 566 [1374] 447 [1821] 684 [2505] 663 [3168] 454 [3622] 602 [4224]
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ  15.60 (+0.3)  1.61  8.95  27.16 (+0.8)  5.37 (-0.1)  32.95  3:15.85

槙本　和音 764 [764] 747 [1511] 461 [1972] 699 [2671] 663 [3334] 533 [3867] 232 [4099]

ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ DNF  1.50  10.44 DNF NM  47.03 DNF

田中　友梨 0 [0] 621 [621] 558 [1179] 0 [1179] 0 [1179] 803 [1982] 0 [1982]

篠原 克修

競技会名 U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322] 競技場名 長野市営陸上競技場 [172070] 記録主任 瀧沢 佳生

種目 U20 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 20/9/26～20/9/27 審判長

2794 3

2  52 東京学芸大 2877 2 2066 [1]  4943 1

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]

1952 [2]  4746 2

6  56 日本体育大 2887 1 1698 [4]  4585 3

3  53 東京女子体育大

4  54 鹿屋体育大 2505 5 1719 [3]  4224 4

1179 6 803 [6]  1982

1428 [5]

6

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
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 4099 5

1  51 至学館大

5  55 福山平成大 2671 4

NM (No Marks) : 記録無し



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
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

1  56 濱口　紀子 日本体育大 6  14.56 901
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

2  52 伊藤　桃子 東京学芸大 4  14.98 844
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

3  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 5  14.98 844
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

4  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 3  15.26 808
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

5  55 槙本　和音 福山平成大 8  15.60 764
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

-  51 田中　友梨 至学館大 7 DNF 0

リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322] 篠原 克修、中津 敦喜
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 女子 七種競技 100mH
20/9/26 10:10  

《 決勝 》

風速 (+0.3 m/s)

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
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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  1.40| 1.45| 1.50| 1.55| 1.58| 1.61| 1.64| 1.67

ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

1  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 14  1.61 747 -    |-    |o    |xo   |xo   |xxo  |xxx  
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

2  56 濱口　紀子 日本体育大 13  1.50 621 -    |o    |o    |xxx  
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

3  51 田中　友梨 至学館大 12  1.50 621 o    |o    |xo   |xxx  
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

4  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 11  1.45 566 o    |o    |xxx  

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| 1.67

ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

1  52 伊藤　桃子 東京学芸大 14  1.64 783 -    |-    |-    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

2  55 槙本　和音 福山平成大 13  1.61 747 -    |-    |-    |o    |xo   |xxo  |xxo  |xxx  

リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322]
長野市営陸上競技場 [172070]

U20 女子 七種競技 走高跳
20/9/26 11:25 ( 2組 ) 

《 決勝 》

篠原 克修
瀧沢 佳生

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
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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
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

1  56 濱口　紀子 日本体育大 13  10.49 562 10.49 | 9.19 | 10.22
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

2  51 田中　友梨 至学館大 11  10.44 558 10.44 | 9.42 | 9.70
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

3  52 伊藤　桃子 東京学芸大 10  9.89 522 9.26 | 9.02 | 9.89
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

4  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 14  9.80 516 9.42 | 9.11 | 9.80
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

5  55 槙本　和音 福山平成大 9  8.95 461 7.64 | 8.94 | 8.95
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

6  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 12  8.73 447 7.91 | 8.73 | 8.51

リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322]
長野市営陸上競技場 [172070]

篠原 克修
瀧沢 佳生

U20 女子 七種競技 砲丸投4k
20/9/26 14:40  
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《 決勝 》



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
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

1  56 濱口　紀子 日本体育大 6  25.93 803
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

2  52 伊藤　桃子 東京学芸大 4  26.81 728
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

3  55 槙本　和音 福山平成大 8  27.16 699
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

4  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 5  27.30 687
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

5  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 3  27.34 684
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

-  51 田中　友梨 至学館大 7 DNF 0

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
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リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322] 篠原 克修、中津 敦喜
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 女子 七種競技 200m 20/9/26 16:45  

《 決勝 》

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 風速 得点 備考
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

1  55 槙本　和音 福山平成大 2  5.37 (-0.1) 663 5.13(+1.3) | 5.31(+0.6) | 5.37(-0.1)
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

2  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 4  5.37 (+0.3) 663 5.37(+0.3) | ×( - ) | 4.87(-0.5)
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

3  52 伊藤　桃子 東京学芸大 5  5.27 (+0.3) 634 5.24(-1.0) | 5.25(+0.9) | 5.27(+0.3)
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

4  56 濱口　紀子 日本体育大 1  5.15 (+0.6) 601 5.15(+0.6) | 4.91(+0.1) | 5.09(+0.5)
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

5  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 6  5.07 (+0.7) 578 4.77( 0.0) | 5.07(+0.7) | ×( - )
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

-  51 田中　友梨 至学館大 3 NM (-) 0 ×( - ) | ｒ( - )

リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322] 篠原 克修
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 女子 七種競技 走幅跳
20/9/27 09:30  

《 決勝 》

NM (No Marks) : 記録無し
× : 無効試技
ｒ : 試技放棄
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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
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

1  51 田中　友梨 至学館大 2  47.03 803 47.03 | 42.49 | 46.62
ＩＴＯ　Ｍｏｍｏｋｏ

2  52 伊藤　桃子 東京学芸大 3  37.32 616 37.32 | 32.10 | 34.89
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

3  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 5  37.18 613 35.50 | 37.18 | 36.39
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

4  56 濱口　紀子 日本体育大 1  33.81 549 27.51 | 32.22 | 33.81
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

5  55 槙本　和音 福山平成大 6  32.95 533 31.09 | 32.95 | 28.78
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

6  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 4  28.78 454 26.82 | 27.65 | 28.78
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《 決勝 》

リザルトリスト

U20全国陸上競技大会 混成競技 [20500322]
長野市営陸上競技場 [172070]

U20 女子 七種競技 やり投600g
20/9/27 12:30  

篠原 克修
瀧沢 佳生



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

1  52 伊藤　桃子 東京学芸大 1  2:20.57 816
ＤＯＭＯＴＯ　Ｒｉｎｋａ

2  53 堂本　鈴華 東京女子体育大 3  2:24.71 761
ＡＫＩＯ　Ｋａｅ

3  54 秋尾　佳恵 鹿屋体育大 5  2:37.47 602
ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ　Ｋｉｋｏ

4  56 濱口　紀子 日本体育大 2  2:42.23 548
ＭＡＫＩＭＯＴＯ　Ｋａｚｕｎｅ

5  55 槙本　和音 福山平成大 4  3:15.85 232
ＴＡＮＡＫＡ　ＹＵＲＩ

-  51 田中　友梨 至学館大 6 DNF 0

リザルトリスト

第104回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [20500321] 篠原 克修、中津 敦喜
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 女子 七種競技 800m 20/9/27 15:50  

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
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《 決勝 》


