
第 99 回 日本陸上競技選手権大会 (混成競技)
兼 第 15 回世界陸上競技選手権大会(2015／北京）代表選手選考競技会
期日　2015年7月4日(土)～7月5日(日)
場所　長野県・長野市営陸上競技場

エントリー選手一覧

男子十種競技　１９名
No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県 資格記録 自己ベスト

1 右代 啓祐 ｳｼﾛ ｹｲｽｹ ｽｽﾞｷ浜松AC 静岡 8308 8308
2 中村 明彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ ｽｽﾞｷ浜松AC 静岡 8043 8043
3 川﨑 和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ 順天堂大 兵庫 7644 7644
4 音部 拓仁 ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 富士通 埼玉 7604 7604
5 辻井 亮太 ﾂｼﾞｲ ﾘﾖｳﾀ ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 京都 7369 7600
6 清水 剛士 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 中京大 三重 7358 7413
7 能登谷 雄太 ﾉﾄﾔ ﾕｳﾀ ﾆｭｰﾓｰﾄﾞ 東京 7346 7346
8 谷 浩二朗 ﾀﾆ ｺｳｼﾞﾛｳ つくばTP 茨城 7325 7325
9 坂本 都志記 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｷ 鹿屋体育大 福岡 7304 7304
10 右代 啓欣 ｳｼﾛ ﾋﾛﾖｼ 国士舘大 東京 7234 7234
11 村田 龍 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳ ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 神奈川 7209 7485
12 森本 公人 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾐﾄ 京都教育大 京都 7171 7171
13 相澤 翔 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ SELECT 岐阜 7112 7236
14 小倉 希望 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 環太平洋大 鹿児島 7093 7093
15 北野 貴士 ｷﾀﾉ ﾀｶｼ 関西学院大 大阪 7050 7050
16 二枚田 一平 ﾆﾏｲﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ Team綺羅星 石川 7041 7206
17 平松 忠浩 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ ｱﾙﾌﾟﾛﾝ製薬 島根 7019 7359
18 村中 智彦 ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 順天堂大 長野 7002 7002
19 中村 泰輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ 関西学院大 和歌山 6916 6916

女子七種競技　２１名
No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県 資格記録 自己ベスト

1 ヘンプヒル 恵 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ ﾒｸﾞ 中央大 京都 5678 5678
2 宇都宮 絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 園田学園女子大 兵庫 5460 5460
3 桐山 智衣 ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ ﾓﾝﾃﾛ-ｻﾞ 東京 5417 5564
4 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 筑波大 東京 5389 5389
5 松原 恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 筑波大 奈良 5302 5302
6 中田 有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 日本保育ｻｰﾋﾞｽ 愛知 5297 5962
7 澤田 珠里 ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 東京学芸大 東京 5232 5232
8 西村 莉子 ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ 立命館大 兵庫 5211 5211
9 山岡 未与 ﾔﾏｵｶ ﾐﾄ 東大阪大 大阪 5099 5099
10 仲澤 由依 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｲ 北翔大 北海道 5082 5082
11 山﨑 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 九州共立大 長崎 5062 5062
12 佐竹 春南 ｻﾀｹ ﾊﾙﾅ 徳山大 熊本 5011 5011
13 髙瀬 怜奈 ﾀｶｾ ﾚﾅ 熊本大 熊本 4953 5054
14 上野 梓 ｳｴﾉ ｱｽﾞｻ 筑波大 栃木 4921 4921
15 羽鳥 玲奈 ﾊﾄﾘ ﾚﾅ 中央大 群馬 4915 4915
16 冨田 真波 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 東京女子体育大 埼玉 4908 4908
17 川口 真弥 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾔ 大塚高 大阪 4878 4878
18 小谷野 芽衣 ｺﾔﾉ ﾒｲ 日本大 東京 4830 4830
19 川上 美葉 ｶﾜｶﾐ ﾐﾊ 国士舘大 長野 4823 4823 *
20 佐藤 静香 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 新潟医療福祉大 長野 4816 4816 *
21 村上 結花 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 東女体大A･C 東京 4816 4816

*＝開催県推薦選手


