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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

4 30 10 0 晴れ 21.5 42 南東 0.2
4 30 11 0 晴れ 22 38 南東 1.5
4 30 12 0 晴れ 22 38 南南東 1.6
4 30 13 0 晴れ 22 38 南東 0.6
4 30 14 0 晴れ 21.5 39 南東 1.3
4 30 15 0 晴れ 21 38 東 1.5
4 30 16 0 晴れ 20.5 34 南南東 1
5 1 9 30 晴れ 24 46 東南東 1.1
5 1 10 0 晴れ 24 46 南南東 1.1
5 1 11 0 晴れ 24 53 東 1.1
5 1 12 0 晴れ 24 53 南東 0.9
5 1 13 0 晴れ 24 53 南南東 0.8
5 1 14 0 晴れ 24 53 南東 1.1
5 1 15 0 晴れ 24 53 東南東 1.8
5 1 16 0 晴れ 24 53 南東 1.9

開催日 2016年4月30日(土) ～ 5月1日(日)
気象条件

備考

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会
主催者 和歌山陸上競技協会
競技場 紀三井寺公園陸上競技場



日付 種目

保坂　雄志郎  68.36 柏村　亮太  68.06 田中　透  67.70 赤穂　弘樹  66.18 植松　直紀  65.90 墨　訓熙  64.71 土井　宏昭  64.46 内堀　弘樹(3)  63.61

群馬綜合ガード・群馬 モンテローザ・東京 チームミズノ・岐阜 鳥取陸協・鳥取 中京大・愛知 中京大・愛知 流経大クラブ・茨城 九州共立大・茨城

右代　啓祐 8,160点 中村　明彦 7,929点 川﨑　和也 7,308点 坂本　都志記 7,155点 小倉　希望 7,059点 森本　公人 7,038点 柏倉　飛鳥(4) 7,009点 臼杵　將悟(4) 6,892点

スズキ浜松ＡC・静岡 GR スズキ浜松ＡC・静岡 順天堂大・兵庫 鹿屋体育大・福岡 つくばツインピークス・茨城 大阪教育大・京都 東京学芸大・山形 天理大・兵庫

4月30日 100m

4月30日 走幅跳

4月30日 砲丸投

4月30日 走高跳

4月30日 400m

5月1日 110mH

5月1日 円盤投

5月1日 棒高跳

5月1日 やり投

5月1日 1500m

平加　有梨奈  6.16 (-0.5) 山田　優(4)  6.15 (+1.6) 中野　瞳  6.03 (-0.1) 朝妻　優萌(3)  5.94 (-0.1) 山下　友佳(4)  5.91 (+0.9) 末永　成美(4)  5.86 (-0.9) 河村　仁美  5.84 (+0.2) 利藤　野乃花(3)  5.74 (+0.6)

神奈川陸協・神奈川 筑波大・埼玉 茨城陸協・茨城 中央大・埼玉 立命館大・大阪 大阪成蹊大・鹿児島 周南市役所・山口 東京学芸大・東京

宮坂　楓  13.14 (+1.0) 坂本　絵梨  13.05 (-0.3) 小木曽　麻佑  12.91 (+0.8) 喜田　愛以  12.77 (+0.5) 剱持　早紀(4)  12.61 (+0.5) 前田　和香  12.60 (+0.7) 岡野　菜穂子  12.53 (+0.8) 森本　麻里子(4)  12.37 (+0.8)

ニッパツ・神奈川 東京陸協・東京 歩アスレチックス・岐阜 ミライト･テクノロジーズ・大阪 筑波大・山梨 スーパーホテル・奈良 ユメオミライ・東京 日本女子体育大・大阪

ヘンプヒル　恵(2) 5,730点 宇都宮　絵莉 5,668点 桐山　智衣 5,370点 伊藤　明子(3) 5,091点 上田　紗弥花(3) 5,085点 西村　莉子 5,061点 中田　有紀 5,014点 シュレスタ　まや(3) 4,991点

中央大・京都 GR 長谷川体育施設・兵庫 モンテローザ・東京 筑波大・東京 敦賀気比高・福井 武庫川女大・兵庫 日本保育サービス・愛知 東大阪大敬愛高・大阪

4月30日 100mH

4月30日 走高跳

4月30日 砲丸投

4月30日 200m

5月1日 走幅跳

5月1日 やり投

5月1日 800m

遠藤　日向(3)  14:06.71 阿部　弘輝(1)  14:07.27 大森　龍之介(3)  14:07.51 鈴木　塁人(1)  14:07.55 塩澤　稀夕(3)  14:09.78 相澤　晃(1)  14:10.17 松尾　淳之介(1)  14:10.22 吉田　圭太(3)  14:11.57

学法石川高・福島 明治大・福島 佐野日大高・栃木 青山学院大・千葉 伊賀白鳳高・三重 東洋大・福島 東海大・秋田 世羅高・広島

荻野　太成(1)  8:48.26 小室　翼(1)  8:49.52 大木　皓太(1)  9:04.74 渕田　拓臣(3)  9:22.12 佐藤　友哉(1)  9:24.67 川上　瑠美梨(3)  9:27.29 森田　将平(3)  9:28.39 藤岡　勇貴(2)  9:30.85

神奈川大・静岡 東洋大・宮城 早稲田大・千葉 桂高・京都 城西大・千葉 関大北陽高・大阪 修道高・広島 関西学院大・兵庫

加世田　梨花(3)  15:44.58 矢田　みくに(3)  15:45.04 森林　未来(3)  15:45.18 向井　優香(3)  15:52.74 小吉川　志乃舞  16:02.71 緒方　美咲(1)  16:10.54 島田　美穂  16:11.02 大森　巴菜  16:12.25

成田高・千葉 ルーテル学院高・熊本 諫早高・長崎 世羅高・広島 ユニバーサル・千葉 松山大・徳島 豊田自動織機・愛知 TOTO・福岡

向井　智香(1)  10:00.40 柴田　佑希(3)  10:08.92 岡田　佳子(1)  10:16.77 伊藤　百合子(3)  10:36.40 渡邊　愛美(3)  11:16.43 田貝　理紗(3)  11:24.30

名城大・愛知 北九州市立高・福岡 松山大・愛媛 常盤木学園高・宮城 逗子高・神奈川 専修大松戸高・千葉

主催：和歌山陸上競技協会

特別協賛：アシックスジャッパン株式会社

日本ＧＰ第3戦　2016日本選抜陸上和歌山大会　決勝一覧
2016日本グランプリシリーズ　・　第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）代表選手選考競技会

Ｕ20世界陸上競技選手権大会(2016/ﾋﾞﾄﾞｺﾞｼﾁ)選考競技会

第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会（2016/ﾎｰﾁﾐﾝ）選考競技会

第７１回国民体育大会和歌山県選手選考会 2016年4月30日（土）-5月1日（日）

4月30日 ﾊﾝﾏｰ投

4/30～5/1 十種競技

紀三井寺公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

 11.45 (-1.3)  11.45 (-1.3)

 7.18 (-0.8)  7.47 (+0.5)  7.17 (+0.3)  6.95 (+0.6)  7.13 (+0.6)  6.88 (+0.5)  6.93 (+0.9)  6.99 (+1.9)

 11.32 (-1.3)  10.75 (-0.1)  11.04 (-0.1)  10.93 (-0.1)  11.21 (-0.1)  11.14 (-0.1)

 11.24  10.72

 2.02  1.99  1.90  1.87  1.93  1.87  1.90  1.96

 15.13  11.98  12.00  10.87  9.48  10.96

 49.99  50.49

 15.00 (-0.6)  14.21 (0.0)  16.18 (-0.6)  15.02 (0.0)  14.91 (0.0)  15.44 (-0.6)  14.60 (0.0)  15.58 (-0.6)

 50.36  48.34  49.51  49.02  50.53  50.02

 30.33  30.42

 4.90  4.80  4.50  4.60  4.40  4.20  4.20  4.20

 48.12  36.94  35.82  30.32  29.69  35.86

 50.00  47.17

 4:37.77  4:15.36  4:35.46  5:03.84  4:32.80  4:53.95  4:32.53  4:28.33

 66.71  47.34  56.37  60.57  53.51  59.66

4/30～5/1 七種競技

 13.57 (+0.4)  14.16 (+0.4)  13.77 (+0.4)

GP女子 4月30日 走幅跳

5月1日 三段跳

 14.33 (+0.4)  14.90 (-1.8)  15.16 (+0.4)  14.59 (+0.4)  15.05 (-1.8)

 1.63  1.63  1.57  1.69  1.69  1.57  1.60  1.60

 11.49  10.33  12.00  9.26  9.83  11.08  9.96  10.53

 25.20 (-1.3)  24.80 (-1.3)  25.61 (-1.3)  25.46 (-1.3)  26.61 (-0.6)  27.76 (-1.3)  26.62 (-0.6)  26.47 (-0.6)

 5.51 (+0.1)  5.40 (+0.6)

 43.23  44.52  38.96  30.44  38.25  50.63  39.50  37.72

 5.89 (-0.6)  5.88 (-0.1)  5.83 (+1.4)  5.17 (+1.4)  5.43 (-0.6)  5.36 (+1.3)

 2:25.57  2:21.48

ｼﾞｭﾆｱ男子 4月30日 5000m

5月1日 3000mSC

 2:16.07  2:13.25  2:27.83  2:14.46  2:20.90  2:25.01

ス タ ー タ ー：西口　政雄　　　　　　　　記  録  主  任：出羽　靖弘

w (wind assist) : 追風参考

後援：日本陸上競技連盟　和歌山県　和歌山県教育委員会　和歌山市　和歌山市教育委員会　ＮＨＫ和歌山放送局　朝日新聞和歌山総局　産経新聞社　毎日新聞和歌山支局　読売新聞和歌山支局　㈱テレビ和歌山　㈱和歌山放送　わかやま新報

気象状況：4月30日（土）12時現在　天候：晴　気温：22℃　湿度：38％　南南東1.6m/S 総　　　　　務：南　　正晃　　　　　　　　トラック審判長：中村　勝久　　　　　　　跳躍審判長：川村　栄司

　　　　　5月 1日（日）12時現在　天候：晴　気温：24℃　湿度：53％　南　東0.9m/S 投 て き審判長：児島　伸幸　　　　    　　混 成 審 判 長：鳥井　　昇　　　　　　　競  技  者：片山　隆博　　　　　　　　

ｼﾞｭﾆｱ女子 4月30日 5000m

5月1日 3000mSC



トップ8

試技順

15  101 保坂　雄志郎 群馬綜合ガード・群馬 8 1

14  102 柏村　亮太 モンテローザ・東京 7 2

6  1 田中　透 チームミズノ・岐阜 5 3

12  106 赤穂　弘樹 鳥取陸協・鳥取 6 4

16  103 植松　直紀 中京大・愛知 3 5

5  105 墨　訓熙 中京大・愛知 4 6

7  2 土井　宏昭 流経大クラブ・茨城 2 7

2  107 内堀　弘樹 九州共立大・茨城 1 8

13  114 中浴　孝哉 東海大・和歌山 9

9  109 遠藤　克弥 Team綺羅星・石川 10

3  112 篠田　大貴 岐阜経済大・岐阜 11

4  104 倉田　直人 丸和運輸機関・福岡 12

10  113 木村　友大 九州共立大・京都 13

1  111 根本　太樹 流通経済大・茨城 14

8  110 金原　裕太 京都産業大・大阪 15

11  108 木村　太一 京都産業大AC・京都 16

記録担当審判員 大﨑　かな

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 男子 ハンマー投7.26k(16#) 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長
開始時刻　 14:00 　終了時刻　 15:32 　

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 67.85  67.99  67.39  67.99  65.94  68.36  67.33

試技

 68.36

最高記録

 67.77  65.59  66.62  67.77  66.60  67.02  68.06  68.06

 66.18  67.70

 65.31  66.18  65.53  66.18  ×  ×  ×  66.18

 64.98  65.73  64.62  65.73  67.70  67.01

 64.87  65.90

 64.42  ×  64.71  64.71  ×  ×  62.77  64.71

 ×  64.45  63.03  64.45  65.90  64.88

 64.31  64.46

 62.01  63.31  ×  63.31  ×  ×  63.61  63.61

 62.97  64.20  63.29  64.20  64.46  ×

 62.90

 61.81  61.02  62.05  62.05  62.05

 62.69  61.82  62.90  62.90

 61.78

 61.65  61.59  61.18  61.65  61.65

 61.58  61.78  60.39  61.78

 60.14

 ×  59.37  60.02  60.02  60.02

 ×  57.71  60.14  60.14

× : 無効試技

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

 58.86

 55.46  ×  57.08  57.08  57.08

 58.86  58.41  57.33  58.86



トップ8

試技順

16  1 平加　有梨奈 神奈川陸協・神奈川 8 1

5  103 山田　優 筑波大・埼玉 7 2

9  101 中野　瞳 茨城陸協・茨城 6 3

7  116 朝妻　優萌 中央大・埼玉 5 4

13  113 山下　友佳 立命館大・大阪 4 5

2  114 末永　成美 大阪成蹊大・鹿児島 3 6

4  102 河村　仁美 周南市役所・山口 2 7

3  109 利藤　野乃花 東京学芸大・東京 1 8

15  110 竹内　真弥 摂津高・大阪 9

11  2 永井　佳織 長谷川体育施設・新潟 10

17  115 原田　彩希 九州共立大・福岡 11

8  108 椹木　亜美 京都文教高・京都 12

12  106 千葉　瑞穂 日本体育大・神奈川 13

19  105 高良　彩花 園田学園高・兵庫 14

6  111 水口　怜 東京学芸大・東京 15

1  117 漁野　理子 新宮高・和歌山 16

10  112 中澤　希緒 早稲田大・埼玉 -

14  107 辻本　愛莉香 大阪成蹊大・京都 -

18  104 福西　穂乃佳 京都教育大・兵庫 -

開始時刻　 13:30 　終了時刻　 15:10 　

和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 為森　ゆり子

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名

試技

種目 GP 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長

得点 備考
1 2 3 4 5 6

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録 最高記録

-0.5 -0.4   5.21 +1.6   5.98 +1.5   6.16

順位

+1.6   5.81

-0.1   6.16 -0.5   ×     6.16 -0.5   5.92

+1.6 +0.2   6.10 +2.2   ×     6.15

 6.12

 5.91 +0.9   6.01 +0.3   5.99 +1.3   6.01 +0.3   6.03

 6.01 +0.2   6.15 +1.6   6.11 -0.5   6.15

 ×     5.94 -0.1   5.82 +0.4   5.94 -0.1   ×

-0.1 -0.1   6.02 +1.8   ×     6.03

-0.1     ×     5.80 +0.2   5.94

 ×

+1.4   ×     5.91 +0.9   5.91 +0.9   5.70  ×     ×     5.91

-0.9     ×     5.76 +0.6   5.86

+0.9  0.0  5.75

 5.80 +1.0   ×     ×     5.80 +1.0 

 5.77 +0.6   5.86 -0.9   5.85 +0.3   5.86 -0.9 

 5.84

 5.66 -0.2   ×     ×     5.66 -0.2   5.74

+0.2 +0.2   ×     5.84 +0.8   5.84

+0.6 +0.6   ×     ×     5.74

    5.45 +0.4   5.65  0.0   5.65  0.0         5.65

-0.3           5.63

 0.0    ×

 5.55 -0.1   ×     5.55 -0.2   5.55 -0.1 

 5.57 -0.6   ×     5.63 -0.3   5.63 -0.3 

 ×     5.19 +0.1   5.51  0.0   5.51  0.0 

-0.1           5.55

 0.0           5.51

 0.0   5.45 +0.2   5.37 +1.0   5.45 +0.2         5.45

+0.2           5.35

+0.2    5.32

 5.32 +0.4   ×     ×     5.32 +0.4 

 5.35 +0.2   ×     5.32 +0.7   5.35 +0.2 

 ×     5.08  0.0   5.30 +1.3   5.30 +1.3 

        

+0.4           5.32

+1.3           5.30

-   

        

      DNS

-          DNS

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

         DNS        



トップ8

試技順

12  3 宮坂　楓 ニッパツ・神奈川 8 1

11  123 坂本　絵梨 東京陸協・東京 6 2

14  5 小木曽　麻佑 歩アスレチックス・岐阜 3 3

2  122 喜田　愛以 ミライト･テクノロジーズ・大阪 7 4

13  130 剱持　早紀 筑波大・山梨 5 5

5  4 前田　和香 スーパーホテル・奈良 4 6

18  118 岡野　菜穂子 ユメオミライ・東京 2 7

1  120 森本　麻里子 日本女子体育大・大阪 1 8

4  119 桝見　咲智子 九電工・福岡 9 公認:12.13(0.5)

10  124 河合　栞奈 大阪成蹊大・大阪 10

7  125 藤田　美佳 新発田TFC・新潟 11

8  121 永山　優 大阪成蹊大・大阪 12

19  127 剱持　クリア 筑波大・山梨 13

9  126 近藤　祐未 日本体育大・山梨 14

17  129 恵良　和鈴 武庫川女大・大阪 15

15  131 齋藤　萌乃 日本女子体育大・埼玉 16

3  128 鈴木　佑実 至学館大・静岡 -

6  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 -

16  112 中澤　希緒 早稲田大・埼玉 -

種目 GP 女子 三段跳 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 13:30 　終了時刻　 15:15 　

和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 為森　ゆり子

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5 6

 ×     13.14 +1.0   13.00 +0.1   13.14 +1.0   13.00

 ×     12.68 +0.4   12.53 +1.1   12.68 +0.4   12.65

+1.6   11.33 +0.6   ×     12.46 +1.6   12.91

+1.0 +0.2   12.77 -0.2   12.93 -0.6   13.14

-0.3 +0.8   12.78 +0.7   13.05 -0.3   13.05

+0.8 

 12.70 +1.2   12.77 +0.5   12.60 +1.5   12.77 +0.5   12.67

+0.8   12.28 +0.8   ×     12.91

+0.5 +0.4   ×     12.32 -1.7   12.77

 12.46

 12.61 +0.5   12.09 +0.1   12.08 -0.4   12.61 +0.5   12.06

 12.56 +0.9   12.24 +0.5   12.29 +0.8   12.56 +0.9   12.40

+0.5   12.34 +0.1   12.45 +0.8   12.45 +0.8   12.53

+0.5 +1.0   12.49 +1.1   12.52 +0.8   12.61

+0.7 +0.8   12.60 +0.7   12.45 +0.9   12.60

+0.8 

 11.43 +1.9   12.22 -0.3   12.37 +0.8   12.37 +0.8   12.26

+0.8   ×     ×     12.53

+0.8 +0.4   －     ×     12.37

 12.12

 12.24 +2.5   12.13 +0.5   ×     12.24 +2.5 

 11.95 +1.0   ×     12.23 +1.2   12.23 +1.2 

+0.8   ×     12.19 +1.5   12.19 +1.5 

+2.5          w 12.24

+1.2           12.23

+1.5 

 12.06 +2.0   11.90 +0.7   11.80 +1.0   12.06 +2.0 

          12.19

+2.0           12.06

 12.05

 11.75 +0.6   11.95 +0.2   ／     11.95 +0.2 

 11.89 +2.1   ×     11.93 +0.2   11.93 +0.2 

    11.49  0.0   11.85 +0.5   11.85 +0.5 

+0.2           11.95

+0.2           11.93

+0.5 

 ×     11.44 -0.2   ×     11.44 -0.2 

          11.85

-0.2           11.44

 ×

   DNS

         - 

        

         DNS

-      

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

／ : 試技放棄

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

         DNS        



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
1  201 遠藤　日向 学法石川高・福島 16  14:06.71
2  208 阿部　弘輝 明治大・福島 18  14:07.27
3  220 大森　龍之介 佐野日大高・栃木 3  14:07.51
4  223 鈴木　塁人 青山学院大・千葉 8  14:07.55
5  215 塩澤　稀夕 伊賀白鳳高・三重 23  14:09.78
6  205 相澤　晃 東洋大・福島 19  14:10.17
7  222 松尾　淳之介 東海大・秋田 9  14:10.22
8  202 吉田　圭太 世羅高・広島 14  14:11.57
9  214 新迫　志希 早稲田大・広島 26  14:15.86
10  229 竹石　尚人 青山学院大・大分 11  14:21.00
11  213 西川　雄一朗 東海大・兵庫 29  14:25.14
12  210 館澤　亨次 東海大・埼玉 25  14:25.26
13  204 西山　和弥 東京農大二高・群馬 13  14:25.31
14  217 長谷川　令 コニカミノルタ・東京 28  14:35.62
15  207 中村　友哉 青山学院大・大阪 17  14:38.33
16  209 羽生　拓矢 東海大・千葉 24  14:39.49
17  225 岩見　秀哉 須磨学園高・兵庫 10  14:40.43
18  224 中根　滉稀 青山学院大・千葉 5  14:42.77
19  211 中村　駆 東洋大・山口 21  14:49.13
20  221 永井　拓真 青山学院大・茨城 2  14:56.63
-  228 飯島　圭吾 山梨学院大附高・オープン 4  14:21.82
-  227 橋本　龍一 順天堂大・神奈川 1 DNS
-  219 今西　駿介 東洋大・宮崎 6 DNS
-  218 渡邉　奏太 東洋大・静岡 7 DNS
-  226 小室　翼 東洋大・宮城 12 DNS
-  203 關　颯人 東海大・長野 15 DNS
-  212 中村　大聖 駒澤大・埼玉 20 DNS
-  216 太田　智樹 早稲田大・静岡 22 DNS
-  206 鬼塚　翔太 東海大・福岡 27 DNS

ジュニア日本記録   13:31.72 佐藤　悠基 東海大 2005

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

ジュニア 男子 5000m 16/4/30 16:00  



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
1  236 荻野　太成 神奈川大・静岡 6  8:48.26
2  226 小室　翼 東洋大・宮城 5  8:49.52
3  231 大木　皓太 早稲田大・千葉 7  9:04.74
4  233 渕田　拓臣 桂高・京都 8  9:22.12
5  238 佐藤　友哉 城西大・千葉 1  9:24.67
6  232 川上　瑠美梨 関大北陽高・大阪 10  9:27.29
7  235 森田　将平 修道高・広島 3  9:28.39
8  230 藤岡　勇貴 関西学院大・兵庫 4  9:30.85
9  234 堀内　弘輝 世羅高・広島 9  9:31.26
10  237 古和田　響 神奈川大・京都 2  9:34.95

ジュニア日本記録   8:31.27 愛敬　重之 中京大 1983

《 決勝 》

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

ジュニア 男子 3000mSC 16/5/01 15:15  



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
1  216 加世田　梨花 成田高・千葉 13  15:44.58
2  213 矢田　みくに ルーテル学院高・熊本 18  15:45.04
3  217 森林　未来 諫早高・長崎 17  15:45.18
4  201 向井　優香 世羅高・広島 20  15:52.74
5  202 小吉川　志乃舞 ユニバーサル・千葉 11  16:02.71
6  210 緒方　美咲 松山大・徳島 15  16:10.54
7  203 島田　美穂 豊田自動織機・愛知 10  16:11.02
8  204 大森　巴菜 TOTO・福岡 14  16:12.25
9  206 小井戸　涼 日立・茨城 8  16:24.93
10  222 佐藤　みな実 順天堂大・東京 6  16:29.92
11  208 福田　妃加里 肥後銀行・熊本 4  16:30.98
12  211 山本　明日香 大阪芸術大.・和歌山 1  16:34.87
13  209 中川　京香 JP日本郵政G・東京 9  16:38.97
14  215 佐藤　成葉 立命館大・神奈川 19  16:49.21
15  220 目野　良佳 北九州市立高・福岡 23  16:49.96
16  223 土田　佳奈 東京農業大・新潟 7  17:00.06
17  218 脇坂　詩乃 立命館大・神奈川 2  17:47.37
18  221 保坂　野恋花 東京農業大・山梨 5  18:35.61
-  224 松井　優実 豊川高・愛知 3 DNS
-  214 樺沢　和佳奈 常磐高・群馬 12 DNS
-  207 真部　亜樹 立命館大・京都 16 DNS
-  219 柴田　佑希 北九州市立高・福岡 21 DNS
-  205 棟久　由貴 東京農業大・山口 22 DNS
-  212 猿見田　裕香 豊川高・愛知 24 DNS

ジュニア日本記録   15:10.23 福士　加代子 ワコール 2001

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

ジュニア 女子 5000m 16/4/30 15:35  



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
1  229 向井　智香 名城大・愛知 4  10:00.40
2  219 柴田　佑希 北九州市立高・福岡 3  10:08.92
3  230 岡田　佳子 松山大・愛媛 5  10:16.77
4  227 伊藤　百合子 常盤木学園高・宮城 2  10:36.40
5  228 渡邊　愛美 逗子高・神奈川 1  11:16.43
6  226 田貝　理紗 専修大松戸高・千葉 7  11:24.30
-  225 清水　萌衣乃 東京農業大・神奈川 6 DQ T3

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格
T3 : (R163-3b) 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

ジュニア 女子 3000mSC 16/5/01 14:50  



Ord. No. 競技者名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m １日目得点 １日目順位 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m ２日目得点 合計得点 順位 備考

 11.32 (-1.3)  7.18 (-0.8)  15.13  2.02  50.36  15.00 (-0.6)  48.12  4.90  66.71  4:37.77

791 [791] 857 [1648] 798 [2446] 822 [3268] 798 [4066] 850 [4916] 831 [5747] 880 [6627] 839 [7466] 694 [8160]

 10.75 (-0.1)  7.47 (+0.5)  11.98  1.99  48.34  14.21 ( 0.0)  36.94  4.80  47.34  4:15.36

917 [917] 927 [1844] 605 [2449] 794 [3243] 893 [4136] 948 [5084] 603 [5687] 849 [6536] 549 [7085] 844 [7929]

 11.04 (-0.1)  7.17 (+0.3)  12.00  1.90  49.51  16.18 (-0.6)  35.82  4.50  56.37  4:35.46

852 [852] 854 [1706] 606 [2312] 714 [3026] 837 [3863] 713 [4576] 580 [5156] 760 [5916] 683 [6599] 709 [7308]

 10.93 (-0.1)  6.95 (+0.6)  10.87  1.87  49.02  15.02 ( 0.0)  30.32  4.60  60.57  5:03.84

876 [876] 802 [1678] 538 [2216] 687 [2903] 860 [3763] 847 [4610] 471 [5081] 790 [5871] 746 [6617] 538 [7155]

 11.21 (-0.1)  7.13 (+0.6)  9.48  1.93  50.53  14.91 ( 0.0)  29.69  4.40  53.51  4:32.80

814 [814] 845 [1659] 454 [2113] 740 [2853] 790 [3643] 860 [4503] 458 [4961] 731 [5692] 641 [6333] 726 [7059]

 11.14 (-0.1)  6.88 (+0.5)  10.96  1.87  50.02  15.44 (-0.6)  35.86  4.20  59.66  4:53.95

830 [830] 785 [1615] 543 [2158] 687 [2845] 814 [3659] 797 [4456] 581 [5037] 673 [5710] 733 [6443] 595 [7038]

 11.45 (-1.3)  6.93 (+0.9)  11.24  1.90  49.99  14.60 ( 0.0)  30.33  4.20  50.00  4:32.53

763 [763] 797 [1560] 560 [2120] 714 [2834] 815 [3649] 899 [4548] 471 [5019] 673 [5692] 589 [6281] 728 [7009]

 11.45 (-1.3)  6.99 (+1.9)  10.72  1.96  50.49  15.58 (-0.6)  30.42  4.20  47.17  4:28.33

763 [763] 811 [1574] 529 [2103] 767 [2870] 792 [3662] 781 [4443] 473 [4916] 673 [5589] 547 [6136] 756 [6892]

 11.37 (-1.3)  6.75 (+2.0)  11.45  1.87  50.11  15.53 (-0.6)  32.80  4.00  49.97  4:26.37

780 [780] 755 [1535] 573 [2108] 687 [2795] 810 [3605] 787 [4392] 520 [4912] 617 [5529] 588 [6117] 769 [6886]

 11.20 (-1.3)  6.26 (+1.1)  11.38  1.87  49.07  14.79 ( 0.0)  32.49  3.70  50.47  4:28.33

817 [817] 644 [1461] 569 [2030] 687 [2717] 858 [3575] 875 [4450] 514 [4964] 535 [5499] 596 [6095] 756 [6851]

 11.37 (-1.3)  6.51 (+0.7)  11.38  1.93  50.92  14.79 ( 0.0)  33.76  3.80  52.13  4:49.68

780 [780] 700 [1480] 569 [2049] 740 [2789] 773 [3562] 875 [4437] 539 [4976] 562 [5538] 620 [6158] 621 [6779]

 11.42 (-1.3)  6.75 (+0.5)  12.70  1.84  51.19  15.40 (-0.6)  35.18  4.10  46.20  4:50.33

769 [769] 755 [1524] 649 [2173] 661 [2834] 761 [3595] 802 [4397] 567 [4964] 645 [5609] 533 [6142] 617 [6759]

 11.37 (-0.1)  6.73 (+0.3)  11.72  1.90  50.85  14.78 (-0.6)  32.87 NM  46.38  4:52.88

780 [780] 750 [1530] 589 [2119] 714 [2833] 776 [3609] 876 [4485] 521 [5006] 0 [5006] 535 [5541] 601 [6142]

 10.76 (-0.1) DNF  11.84 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

915 [915] 0 [915] 597 [1512] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

 11.58 (-1.3)  6.40 (+1.3)  12.57 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

736 [736] 675 [1411] 641 [2052] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

 11.21 (-1.3) w 7.03 (+2.7)  11.48  1.78  50.62  16.01 (-0.6)  32.02 NM DNS

814 [814] 821 [1635] 575 [2210] 610 [2820] 786 [3606] 732 [4338] 504 [4842] 0 [4842] - [-] 　　　　[　　　　]

 11.07 (-0.1)  6.72 (+0.9)  9.94  1.72 DNS DNS DNS DNS DNS

845 [845] 748 [1593] 482 [2075] 560 [2635] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

種目 GP 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 16/4/30～16/5/01 審判長

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録担当審判員
競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 記録主任

4094 [1]  8160 1 GR

2  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 4136 1

1  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 4066 2

3793 [2]  7929 2

6  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 3763 4 3392 [5]  7155 4

4  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 3863 3 3445 [3]  7308 3

9  121 森本　公人 大阪教育大・京都 3659 6 3379 [6]  7038 6

5  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 3643 8 3416 [4]  7059 5

13  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 3662 5 3230 [10]  6892 8

16  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 3649 7 3360 [7]  7009 7

17  129 乾　颯人 皇學館大・三重 3575 13 3276 [9]  6851 10

15  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 3605 11 3281 [8]  6886 9

10  122 村中　智彦 順天堂大・長野 3595 12 3164 [12]  6759 12

7  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 3562 14 3217 [11]  6779 11

3  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 - - -

14  126 乾　大輔 関西学院大・京都 3609 9 2533 [13]  6142 13

11  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 3606 10 -

8  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 - - -

12  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 - -

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
DNS (Did Not Start) : 欠場
GR : 大会新記録

-

w (wind assist) : 追風参考
NM (No Marks) : 記録無し



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 4  10.75 917
2  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 8  10.76 915
3  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 5  10.93 876
4  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 6  11.04 852
5  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 3  11.07 845
6  121 森本　公人 大阪教育大・京都 2  11.14 830
7  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 7  11.21 814
8  126 乾　大輔 関西学院大・京都 9  11.37 780

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  129 乾　颯人 皇學館大・三重 3  11.20 817
2  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 6  11.21 814
3  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 5  11.32 791
4  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 8  11.37 780
4  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 9  11.37 780
6  122 村中　智彦 順天堂大・長野 7  11.42 769
7  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 1  11.45 763
8  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 2  11.45 763
9  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 4  11.58 736

GP 男子 十種競技 100m 16/4/30 10:20 ( 2組 ) 

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

《 決勝 》

風速 (-0.1 m/s)

風速 (-1.3 m/s)



トップ8

試技順

5  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 1 927

9  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 2 857

6  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 3 854

15  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 4 845

8  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 5 821

16  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 6 811

4  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 7 802

11  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 8 797

10  121 森本　公人 大阪教育大・京都 9 785

14  122 村中　智彦 順天堂大・長野 10 755

13  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 11 755

1  126 乾　大輔 関西学院大・京都 12 750

3  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 13 748

2  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 14 700

12  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 15 675

17  129 乾　颯人 皇學館大・三重 16 644

7  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 - 0

開始時刻　 11:20 　終了時刻　　　　:

和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名

試技

種目 GP 男子 十種競技 走幅跳 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長

得点 備考
1 2 3 4 5 6

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録 最高記録

+0.5           7.47

順位

-0.8 

+1.2   7.43 +1.1   7.47 +0.5   7.47 +0.5 

-0.8           7.18

 7.13

 6.52 +1.4   7.16 +2.0   7.17 +0.3   7.17 +0.3 

 7.18 -0.8   7.18 -0.5   6.92 +2.8   7.18

 7.09 +0.5   6.94 +1.1   7.13 +0.6   7.13 +0.6 

+0.3           7.17

+0.6           7.13

+0.6   6.74 +2.6   7.03 +2.7   7.03 +2.7        w 7.03

+1.9           6.99

+2.7    6.87

 6.60 +0.2   ×     6.95 +0.6   6.95 +0.6 

 6.91 +1.0   6.99 +1.9   6.72 +0.9   6.99 +1.9 

 6.93 +0.9   6.46 +1.2   6.51  0.0   6.93 +0.9 

+0.6           6.95

+0.9           6.93

+0.5   6.74 +1.4   6.65 +0.3   6.88 +0.5         6.88

+0.5           6.75

+0.5    6.88

 6.75 +2.0   ×     6.66 +0.9   6.75 +2.0 

 ×     6.67 +1.4   6.75 +0.5   6.75 +0.5 

+0.9   

 6.60 -0.3   ×     6.73 +0.3   6.73 +0.3 

+2.0           6.75

+0.3           6.73

 6.72

+0.7           6.51 6.51 +0.7   6.29 +2.2   ×     6.51 +0.7 

+0.9   ×     6.71 -0.4   6.72 +0.9 

  

 6.72

 6.32 +1.5   6.40 +1.3   ×     6.40 +1.3 

     

+1.3 

 6.26 +1.1   ×     4.79 +2.0   6.26 +1.1 

          6.40

+1.1        6.26

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

w (wind assist) : 追風参考

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

× : 無効試技

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

         DNF ×     ×     ×   



トップ8

試技順

5  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 1 798

3  122 村中　智彦 順天堂大・長野 2 649

2  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 3 641

6  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 4 606

7  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 5 605

4  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 6 597

12  126 乾　大輔 関西学院大・京都 7 589

1  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 8 575

10  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 9 573

8  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 10 569

9  129 乾　颯人 皇學館大・三重 11 569

16  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 12 560

13  121 森本　公人 大阪教育大・京都 13 543

15  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 14 538

11  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 15 529

14  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 16 482

17  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 17 454

記録担当審判員

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#) 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長
開始時刻　 13:00 　終了時刻　　　　:

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 14.59  14.71  15.13  15.13

試技

 15.13

最高記録

 12.11  12.70  12.57  12.70  12.70

 12.57

 11.98  12.00  11.77  12.00  12.00

 12.57  12.52  12.45  12.57

 11.98

 11.60  11.09  11.84  11.84  11.84

 11.68  11.98  11.76  11.98

 11.72

 11.11  ×  11.48  11.48  11.48

 11.15  11.72  11.18  11.72

 11.45

 11.38  11.35  ×  11.38  11.38

 11.45  10.68  ×  11.45

 11.38

 10.27  10.14  11.24  11.24  11.24

 10.61  11.38  ×  11.38

 10.96

 10.87  ×  10.84  10.87  10.87

 10.96  10.56  10.54  10.96

 10.72

 9.76  9.85  9.94  9.94  9.94

 10.09  10.72  9.56  10.72

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

 9.48

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

 9.48  9.26  9.38  9.48



1組

無効

試技数

6  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡  2.02 1 822

5  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡  1.99 2 794

2  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城  1.93 3 740

4  119 右代　啓欣 国士舘大・東京  1.93 4 740

7  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫  1.90 5 714

8  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡  1.87 6 687

1  122 村中　智彦 順天堂大・長野  1.84 7 661

3  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 DNS -

2組

無効

試技数

4  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫  1.96 1 767

3  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形  1.90 2 714

1  126 乾　大輔 関西学院大・京都  1.90 3 714

5  129 乾　颯人 皇學館大・三重  1.87 4 687

7  121 森本　公人 大阪教育大・京都  1.87 4 687

2  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉  1.87 6 687

9  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山  1.78 7 610

8  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉  1.72 8 560

6  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 DNS -

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 男子 十種競技 走高跳 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長
開始時刻　 15:05 　終了時刻　 16:26 　

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 2.02  2.05

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 坂本融治

順位 得点 備考 1.81  1.84  1.87  1.90  1.93  1.96  1.99

- o o xo xo xo xxo xxx

o o xxx- - o o o o

o o o xxx

- xo o o xo xxx

o -

o o xo xxx

xo - - xxo - xxx

xxx- xxo

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.93  1.96  1.99

- o - o

順位 得点 備考 1.72  1.75  1.78  1.81  1.84  1.87  1.90

- o - - xo - xo xxx

xo xxo xo xxx- -

- - o o xxo xo xxx

xo xxxo o - o xxo o

- o xxo xo

- o - xo xo xxo xxx

xxx- o

o /

xo xo xo xxx

／ : 試技放棄

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 6  48.34 893
2  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 2  49.02 860
3  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 7  49.51 837
4  121 森本　公人 大阪教育大・京都 5  50.02 814
5  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 8  50.53 790
6  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 3  50.62 786
-  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 4 DNS
-  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 9 DNS

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  129 乾　颯人 皇學館大・三重 5  49.07 858
2  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 4  49.99 815
3  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 7  50.11 810
4  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 6  50.36 798
5  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 9  50.49 792
6  126 乾　大輔 関西学院大・京都 8  50.85 776
7  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 3  50.92 773
8  122 村中　智彦 順天堂大・長野 2  51.19 761
-  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 1 DNS

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

GP 男子 十種競技 400m 16/4/30 17:00 ( 2組 ) 



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 5  14.21 948
2  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 9  14.60 899
3  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 4  14.79 875
4  129 乾　颯人 皇學館大・三重 3  14.79 875
5  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 6  14.91 860
6  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 2  15.02 847
-  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 7 DNS
-  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 8 DNS

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  126 乾　大輔 関西学院大・京都 9  14.78 876
2  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 3  15.00 850
3  122 村中　智彦 順天堂大・長野 6  15.40 802
4  121 森本　公人 大阪教育大・京都 4  15.44 797
5  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 1  15.53 787
6  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 5  15.58 781
7  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 8  16.01 732
8  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 2  16.18 713
-  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 7 DNS

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2016/05/01 12:10:54

《 決勝 》

風速 ( 0.0 m/s)

風速 (-0.6 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

GP 男子 十種競技 110mH 16/5/01 09:30 ( 2組 ) 

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]



トップ8

試技順

7  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 1 831

4  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 2 603

13  121 森本　公人 大阪教育大・京都 3 581

2  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 4 580

9  122 村中　智彦 順天堂大・長野 5 567

10  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 6 539

8  126 乾　大輔 関西学院大・京都 7 521

3  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 8 520

15  129 乾　颯人 皇學館大・三重 9 514

17  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 10 504

14  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 11 473

11  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 12 471

1  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 13 471

12  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 14 458

5  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 -

6  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 -

16  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 -

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

DNS

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

DNS

DNS

 30.32

 28.36  ×  29.69  29.69  29.69

 25.91  30.32  －  30.32

 30.42

 ×  29.80  30.33  30.33  30.33

 29.55  29.92  30.42  30.42

 32.49

 ×  ×  32.02  32.02  32.02

 ×  32.49  ×  32.49

 32.87

 32.80  32.43  31.59  32.80  32.80

 28.73  32.87  29.94  32.87

 35.18

 33.76  ×  31.12  33.76  33.76

 30.32  ×  35.18  35.18

 31.05  32.96  35.82  35.82  35.82

 35.86  34.91  ×  35.86

 35.84  ×  36.94  36.94  36.94

 35.86

 48.12  46.28  ×  48.12

試技

 48.12

最高記録 順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 北野勝昭

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 男子 十種競技 円盤投2.0k 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 10:10 　終了時刻　 10:48 　



1組

無効

試技数

3  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡  4.90 1 880

4  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡  4.80 2 849

6  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡  4.60 3 790

5  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫  4.50 4 760

2  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城  4.40 5 731

7  121 森本　公人 大阪教育大・京都  4.20 6 673

1  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉  4.00 7 617

8  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 NM - 0

2組

無効

試技数

2  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形  4.20 1 673

5  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫  4.20 2 673

3  122 村中　智彦 順天堂大・長野  4.10 3 645

4  119 右代　啓欣 国士舘大・東京  3.80 4 562

6  129 乾　颯人 皇學館大・三重  3.70 5 535

1  126 乾　大輔 関西学院大・京都 NM - 0

種目 GP 男子 十種競技 棒高跳 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:55 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 林剛

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 4.70  4.80  4.90  5.00

- - - -

順位 得点 備考 4.00  4.10  4.20  4.30  4.40  4.50  4.60

xxo xxx- - - - - o - xo

o o xo xo xxx- -

- - - - o xxo xxx

o xxx- - o - xxo xo

o o o xxx

xo - xo xxx

o -

- - xxx

xo - xxx

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録

- xo - xo

順位 得点 備考 3.70  3.80  3.90  4.00  4.10  4.20  4.30

o xo o o xxo xo xxx

xx/- o

- o xxx

- - o xo o xxx

xxx

o xxx

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

／ : 試技放棄

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。



トップ8

試技順

12  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 1 839

10  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 2 746

14  121 森本　公人 大阪教育大・京都 3 733

17  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 4 683

3  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 5 641

5  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 6 620

11  129 乾　颯人 皇學館大・三重 7 596

9  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 8 589

16  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 9 588

4  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 10 549

15  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 11 547

8  126 乾　大輔 関西学院大・京都 12 535

13  122 村中　智彦 順天堂大・長野 13 533

1  123 中村　泰輔 関西学院大・和歌山 -

2  5 音部　拓仁 富士通・埼玉 -

6  124 荒谷　亘彦 東京学芸大・千葉 -

7  120 辻井　亮太 アラキスポーツ・京都 -

記録担当審判員 大﨑　かな

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 男子 十種競技 やり投800g 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 15:30 　終了時刻　 16:01 　

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 56.95  65.99  66.71  66.71

試技

 66.71

最高記録

 56.33  －  60.57  60.57  60.57

 59.66

 56.37  56.10  54.97  56.37  56.37

 55.12  48.37  59.66  59.66

 53.51

 50.09  52.13  51.13  52.13  52.13

 ×  53.51  52.42  53.51

 50.47

 47.72  49.97  50.00  50.00  50.00

 48.83  50.47  50.21  50.47

 49.97

 47.34  47.29  ×  47.34  47.34

 47.72  ×  49.97  49.97

 47.17

 46.38  42.37  42.20  46.38  46.38

 46.06  47.17  39.95  47.17

 46.20

 ／ DNS

 ×  43.12  46.20  46.20

DNS

DNS

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

／ : 試技放棄

DNS

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 得点 備考
1  4 中村　明彦 スズキ浜松ＡC・静岡 2  4:15.36 844
2  127 武本　泰漢 国際武道大・千葉 11  4:26.37 769
3  129 乾　颯人 皇學館大・三重 12  4:28.33 756
4  125 臼杵　將悟 天理大・兵庫 10  4:28.33 756
5  128 柏倉　飛鳥 東京学芸大・山形 7  4:32.53 728
6  117 小倉　希望 つくばツインピークス・茨城 6  4:32.80 726
7  116 川﨑　和也 順天堂大・兵庫 4  4:35.46 709
8  3 右代　啓祐 スズキ浜松ＡC・静岡 1  4:37.77 694
9  119 右代　啓欣 国士舘大・東京 8  4:49.68 621
10  122 村中　智彦 順天堂大・長野 9  4:50.33 617
11  126 乾　大輔 関西学院大・京都 13  4:52.88 601
12  121 森本　公人 大阪教育大・京都 5  4:53.95 595
13  118 坂本　都志記 鹿屋体育大・福岡 3  5:03.84 538

《 決勝 》

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

GP 男子 十種競技 1500m 16/5/01 16:50  



Ord. No. 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
 13.57 (+0.4)  1.63  11.49  25.20 (-1.3)  5.89 (-0.6)  43.23  2:16.07
1040 [1040] 771 [1811] 627 [2438] 869 [3307] 816 [4123] 729 [4852] 878 [5730]
 14.16 (+0.4)  1.63  10.33  24.80 (-1.3)  5.88 (-0.1)  44.52  2:13.25

956 [956] 771 [1727] 551 [2278] 905 [3183] 813 [3996] 754 [4750] 918 [5668]
 13.77 (+0.4)  1.57  12.00  25.61 (-1.3)  5.83 (+1.4)  38.96  2:27.83
1011 [1011] 701 [1712] 661 [2373] 832 [3205] 798 [4003] 647 [4650] 720 [5370]
 14.33 (+0.4)  1.69  9.26  25.46 (-1.3)  5.17 (+1.4)  30.44  2:14.46

932 [932] 842 [1774] 481 [2255] 845 [3100] 606 [3706] 485 [4191] 900 [5091]
 14.90 (-1.8)  1.69  9.83  26.61 (-0.6)  5.43 (-0.6)  38.25  2:20.90

855 [855] 842 [1697] 518 [2215] 745 [2960] 680 [3640] 634 [4274] 811 [5085]
 15.16 (+0.4)  1.57  11.08  27.76 (-1.3)  5.36 (+1.3)  50.63  2:25.01

821 [821] 701 [1522] 600 [2122] 650 [2772] 660 [3432] 872 [4304] 757 [5061]
 14.59 (+0.4)  1.60  9.96  26.62 (-0.6)  5.51 (+0.1)  39.50  2:25.57

897 [897] 736 [1633] 527 [2160] 744 [2904] 703 [3607] 658 [4265] 749 [5014]
 15.05 (-1.8)  1.60  10.53  26.47 (-0.6)  5.40 (+0.6)  37.72  2:21.48

835 [835] 736 [1571] 564 [2135] 757 [2892] 671 [3563] 624 [4187] 804 [4991]
 15.19 (-1.8)  1.57  9.84  26.28 (-1.3)  5.41 (+0.6)  33.34  2:17.28

817 [817] 701 [1518] 519 [2037] 773 [2810] 674 [3484] 540 [4024] 861 [4885]
 14.12 (+0.4)  1.57  8.97  26.81 (-0.6)  5.36 (+1.2)  31.72  2:24.44

961 [961] 701 [1662] 462 [2124] 728 [2852] 660 [3512] 509 [4021] 764 [4785]
 15.08 (-1.8)  1.63  9.07  26.25 (-1.3)  5.18 (+0.7)  34.51  2:24.60

831 [831] 771 [1602] 469 [2071] 775 [2846] 609 [3455] 562 [4017] 762 [4779]
 14.99 (-1.8)  1.54  10.56  26.72 (-0.6)  5.10 (+0.4)  34.14  2:26.73

843 [843] 666 [1509] 566 [2075] 735 [2810] 587 [3397] 555 [3952] 734 [4686]
 15.75 (-1.8)  1.60  9.83  28.09 (-0.6)  5.27 ( 0.0)  38.29  2:23.81

745 [745] 736 [1481] 518 [1999] 624 [2623] 634 [3257] 635 [3892] 772 [4664]
 15.07 (+0.4)  1.45  8.98  26.64 (-0.6)  5.24 (+0.5)  32.92  2:22.34

832 [832] 566 [1398] 463 [1861] 742 [2603] 626 [3229] 532 [3761] 792 [4553]
 16.02 (-1.8)  1.54  9.66  27.05 (-0.6)  5.01 (+1.1)  40.90  2:28.88

712 [712] 666 [1378] 507 [1885] 708 [2593] 562 [3155] 685 [3840] 707 [4547]
 15.41 (-1.8)  1.60  7.52  26.01 (-1.3) DNS DNS DNS

788 [788] 736 [1524] 368 [1892] 796 [2688] - [-] - [-] - [-]
 14.55 (+0.4)  1.51 DNS DNS DNS DNS DNS

902 [902] 632 [1534] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]
DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
- [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-]

種目 GP 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 16/4/30～16/5/01 審判長

主催団体名 和歌山陸上競技協会 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録担当審判員
競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 記録主任

2423 [2]  5730 1 GR

3  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 3183 3

1  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 3307 1

2485 [1]  5668 2

4  134 伊藤　明子 筑波大・東京 3100 4 1991 [10]  5091 4

2  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 3205 2 2165 [4]  5370 3

5  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 2772 12 2289 [3]  5061 6

8  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 2960 5 2125 [5]  5085 5

7  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 2892 7 2099 [7]  4991 8

6  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 2904 6 2110 [6]  5014 7

17  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 2852 8 1933 [13]  4785 10

12  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 2810 10 2075 [8]  4885 9

10  140 川口　真弥 大塚高・大阪 2810 10 1876 [15]  4686 12

15  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 2846 9 1933 [13]  4779 11

14  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 2603 15 1950 [12]  4553 14

13  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 2623 14 2041 [9]  4664 13

9  139 松原　恵 筑波大・奈良 2688 13 - [-] - -

16  145 川上　美葉 国士舘大・長野 2593 16 1954 [11]  4547 15

11  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 - -

GR : 大会新記録

- [-] - -

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
DNS (Did Not Start) : 欠場

- [-] - -

18  147 豊田　梓 中央大・静岡 - -



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 6  13.57 1040
2  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 5  13.77 1011
3  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 7  14.12 961
4  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 8  14.16 956
5  134 伊藤　明子 筑波大・東京 9  14.33 932
6  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 1  14.55 902
7  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 3  14.59 897
8  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 2  15.07 832
9  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 4  15.16 821

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 4  14.90 855
2  140 川口　真弥 大塚高・大阪 5  14.99 843
3  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 3  15.05 835
4  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 8  15.08 831
5  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 7  15.19 817
6  139 松原　恵 筑波大・奈良 6  15.41 788
7  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 9  15.75 745
8  145 川上　美葉 国士舘大・長野 2  16.02 712
-  147 豊田　梓 中央大・静岡 1 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

GP 女子 七種競技 100mH 16/4/30 10:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.4 m/s)

風速 (-1.8 m/s)



1組

無効

試技数

2  134 伊藤　明子 筑波大・東京  1.69 1 842

5  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井  1.69 2 842

6  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都  1.63 3 771

4  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知  1.60 4 736

9  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川  1.60 5 736

7  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫  1.57 6 701

1  140 川口　真弥 大塚高・大阪  1.54 7 666

8  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫  1.51 8 632

3  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫  1.45 9 566

2組

無効

試技数

7  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫  1.63 1 771

2  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道  1.63 2 771

1  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪  1.60 3 736

5  139 松原　恵 筑波大・奈良  1.60 3 736

4  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川  1.57 5 701

8  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京  1.57 6 701

3  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京  1.57 7 701

6  145 川上　美葉 国士舘大・長野  1.54 8 666

9  147 豊田　梓 中央大・静岡 DNS -

種目 GP 女子 七種競技 走高跳 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長
開始時刻　 11:30 　終了時刻　 13:00 　

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会 記録担当審判員 坂本融治

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.63  1.66  1.69  1.72 順位 得点 備考 1.42  1.45  1.48  1.51  1.54  1.57  1.60

- - o o o o o o

- xo xxo xo xxx- - - - - o

- - o -

xo xxo xxx

- - - o o o xxo xxx

xo o xxx- -

- - - - - xo xxx

xxo xxx- - o o o xo

o o o xxx

xo xxo o o xxx

o o

Ord. No. 競技者名 所属

試技

 1.57  1.60  1.63

o xo xxx

最高記録 順位 得点 備考 1.39  1.42  1.45  1.48  1.51  1.54  1.66

- - - - - xo xxo xxx

- - - o o o xo xo xo

o o o xxo

o o

xxx

- - - o o o xxo o xxx

o xxx- - o

- - o o xo

- - o - o o xo

o o xxx

xxx

- - o xo xo xo xxo xxx

o o o xo o xo xxx

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）



トップ8

試技順

10  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 1 661

9  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 2 627

13  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 3 600

5  140 川口　真弥 大塚高・大阪 4 566

18  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 5 564

17  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 6 551

4  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 7 527

7  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 8 519

3  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 9 518

8  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 10 518

2  145 川上　美葉 国士舘大・長野 11 507

6  134 伊藤　明子 筑波大・東京 12 481

14  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 13 469

16  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 14 463

11  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 15 462

15  139 松原　恵 筑波大・奈良 16 368

1  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 -

12  147 豊田　梓 中央大・静岡 -

記録担当審判員

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 女子 七種競技 砲丸投4k 決勝 期日・時刻
2016/4/30

審判長
開始時刻　 14:40 　終了時刻　　　　:

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 11.66  11.30  12.00  12.00

試技

 12.00

最高記録

 11.12  11.49  10.45  11.49  11.49

 11.08

 10.56  10.13  10.33  10.56  10.56

 10.60  10.59  11.08  11.08

 10.53

 ×  10.24  10.33  10.33  10.33

 10.53  ×  7.51  10.53

 9.96

 9.39  9.84  9.41  9.84  9.84

 9.96  9.83  ×  9.96

 9.83

 ×  9.70  9.83  9.83  9.83

 9.43  9.83  9.76  9.83

 9.66

 8.41  9.00  9.26  9.26  9.26

 9.66  9.55  9.10  9.66

 9.07

 8.71  8.86  8.98  8.98  8.98

 7.84  9.07  8.35  9.07

 8.97

 ×  6.22  7.52  7.52  7.52

 8.90  8.97  8.89  8.97

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS

DNS



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 5  24.80 905
2  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 4  25.20 869
3  134 伊藤　明子 筑波大・東京 6  25.46 845
4  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 7  25.61 832
5  139 松原　恵 筑波大・奈良 9  26.01 796
6  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 2  26.25 775
7  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 8  26.28 773
8  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 3  27.76 650
-  147 豊田　梓 中央大・静岡 1 DNS

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 7  26.47 757
2  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 5  26.61 745
3  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 6  26.62 744
4  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 3  26.64 742
5  140 川口　真弥 大塚高・大阪 4  26.72 735
6  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 2  26.81 728
7  145 川上　美葉 国士舘大・長野 9  27.05 708
8  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 1  28.09 624
-  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 8 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

GP 女子 七種競技 200m 16/4/30 16:40 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (-1.3 m/s)

風速 (-0.6 m/s)
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試技順

9  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 1 816

11  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 2 813

15  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 3 798

16  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 4 703

12  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 5 680

17  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 6 674

13  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 7 671

18  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 8 660

2  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 9 660

7  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 10 634

8  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 11 626

14  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 12 609

1  134 伊藤　明子 筑波大・東京 13 606

6  140 川口　真弥 大塚高・大阪 14 587

10  145 川上　美葉 国士舘大・長野 15 562

3  147 豊田　梓 中央大・静岡 -

4  139 松原　恵 筑波大・奈良 -

5  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 -

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2016/05/01 12:12:30

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

         DNS

DNS

- 

        

         DNS        

+1.1 

        

          5.01

-         

 ×

 4.71 +0.2   4.90 +0.1   5.01 +1.1   5.01 +1.1 

       5.17

+0.4           5.10 5.03 +0.6   5.10 +0.4   4.94 -1.0   5.10 +0.4 

    5.17 +1.4   5.17 -0.5   5.17 +1.4 

+0.5           5.24

+0.7           5.18

+1.4   

 5.18 +0.7   4.94 +0.3   4.93 +0.1   5.18 +0.7 

 5.36

 5.15 +0.2   5.17 -0.3   5.24 +0.5   5.24 +0.5 

       5.36

 0.0           5.27 5.16 +0.3   5.27  0.0   5.22 -0.2   5.27  0.0 

+1.3   ×     5.14 -0.1   5.36 +1.3 

+0.6           5.40

+1.2           5.36

+1.3   

 ×     5.23 +1.0   5.36 +1.2   5.36 +1.2 

 5.40

 ×     ×     5.40 +0.6   5.40 +0.6 

       5.43

+0.6           5.41 5.41 +0.6   5.33 +0.3   ×     5.41 +0.6 

+0.6   5.43 -0.6   ×     5.43 -0.6 

+1.4           5.83

+0.1           5.51

-0.6   

 5.50 +1.4   5.47 -0.8   5.51 +0.1   5.51 +0.1 

-0.1           5.88

 5.67

 5.82 +0.7   5.76 +0.5   5.83 +1.4   5.83 +1.4 

 5.45 +0.9   ×     5.88 -0.1   5.88 -0.1 

+0.3   5.84 -0.1   5.89 -0.6   5.89 -0.6 

最高記録

-0.6           5.89

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名

試技

種目 GP 女子 七種競技 走幅跳 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 10:00 　終了時刻　　　　:

和歌山陸上競技協会 記録担当審判員

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任
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試技順

11  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 1 872

15  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 2 754

5  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 3 729

9  145 川上　美葉 国士舘大・長野 4 685

2  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 5 658

10  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 6 647

7  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 7 635

13  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 8 634

4  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 9 624

14  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 10 562

17  140 川口　真弥 大塚高・大阪 11 555

18  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 12 540

6  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 13 532

3  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 14 509

1  134 伊藤　明子 筑波大・東京 15 485

8  147 豊田　梓 中央大・静岡 -

12  139 松原　恵 筑波大・奈良 -

16  141 松岡　絵里 環太平洋大・兵庫 -

記録担当審判員 西山　暢亮

競技会名 日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

種目 GP 女子 七種競技 やり投600g 決勝 期日・時刻
2016/5/1

審判長
開始時刻　 13:00 　終了時刻　 13:40 　

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園陸上競技場 [301010] 主催団体名 和歌山陸上競技協会

順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 45.50  50.63  ×  50.63

試技

 50.63

最高記録

 44.52  42.23  40.56  44.52  44.52

 43.23

 40.90  38.30  40.47  40.90  40.90

 40.34  42.28  43.23  43.23

 39.50

 36.45  38.96  34.50  38.96  38.96

 39.50  39.41  38.23  39.50

 38.29

 38.25  35.72  35.33  38.25  38.25

 35.84  ×  38.29  38.29

 37.72

 27.58  27.34  34.51  34.51  34.51

 33.86  37.72  33.69  37.72

 34.14

 32.35  33.34  30.20  33.34  33.34

 34.14  12.11  33.76  34.14

 32.92

 31.00  31.72  29.68  31.72  31.72

 32.92  31.50  31.76  32.92

 30.44

DNS

 28.25  28.43  30.44  30.44

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…／、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS

DNS



1組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  132 藤沼　朱音 中央大・神奈川 6  2:17.28 861
2  143 堂脇　優香 武庫川女大・兵庫 3  2:22.34 792
3  142 諏訪間　恵美 国士舘クラブ・神奈川 9  2:23.81 772
4  146 山手　美久莉 国士舘クラブ・東京 5  2:24.44 764
5  144 渡辺　歩佳 日本体育大・北海道 4  2:24.60 762
6  140 川口　真弥 大塚高・大阪 7  2:26.73 734
7  145 川上　美葉 国士舘大・長野 8  2:28.88 707

2組
順位 No. 競技者名 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

1  133 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設・兵庫 7  2:13.25 918
2  134 伊藤　明子 筑波大・東京 3  2:14.46 900
3  6 ヘンプヒル　恵 中央大・京都 5  2:16.07 878
4  138 上田　紗弥花 敦賀気比高・福井 8  2:20.90 811
5  137 シュレスタ　まや 東大阪大敬愛高・大阪 2  2:21.48 804
6  135 西村　莉子 武庫川女大・兵庫 6  2:25.01 757
7  136 中田　有紀 日本保育サービス・愛知 9  2:25.57 749
8  7 桐山　智衣 モンテローザ・東京 4  2:27.83 720

《 決勝 》

リザルトリスト

日本ＧＰ第３戦　2016日本選抜陸上和歌山大会 [16500317]
紀三井寺公園陸上競技場 [301010]

GP 女子 七種競技 800m 16/5/01 16:20 ( 2組 ) 


