
大会コード 17500321

大会コード 17500322

： ２０１７年６月１０日（土）- １１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　長野市教育委員会　信濃毎日新聞社

： 長野県　長野県教育委員会　(公財)長野県体育協会

(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

： 内山 了治

： 青柳 智之(トラック)　鈴木 文雄(跳躍)　内堀 俊彦(跳躍)

上原 羊二(投擲)　小林 至(混成)

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

6月10日(土) 6月11日(日)

第101回日本陸上競技選手権大会 混成競技

兼 第16回世界陸上競技選手権大会(2017/ロンドン)代表選手選考競技会

第33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

男女 種目 予・決

主 催

共 催

後 援

主 管

特 別 協 賛

協 賛

記録 氏名 所属 従来の記録 備考

U20男子 十種競技 決勝 7790点 丸山 優真 日本大 7195点 U20日本新

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) (℃) (%)

9:30 晴 南南西 1.5 21.9 58.0 9:00 晴 北東

(%) (m/s) (℃)

1.2 15.8 66.0

10:00 晴 南 1.4 22.7 53.0 10:00 晴 北東 1.6 17.5 54.0

11:00 晴 南東 1.1 24.8 51.0

12:00 曇 南南西 2.9 25.7 40.0 12:00 晴 東

47.0 11:00 晴 東北東 1.3 19.5

1.0 20.7 45.0

13:00 曇 東 2.5 25.1 36.0 13:00 晴 北北東 3.5 22.3 47.0

14:00 曇 南東 1.5 23.0 49.0

15:00 雨 東北東 1.7 22.0 61.0 15:00 晴 北北東

52.0 14:00 晴 北 3.7 21.3

3.7 20.9 50.0

16:00 雨 東北東 2.5 17.7 71.0 16:00 晴 北東 3.3 20.5 52.0

17:00 雨 北東 1.9 15.1

2.5 18.8 54.0

51.0

18:00 雨 北東 1.3 15.2 76.0 18:00 晴 北

77.0 17:00 晴 北北西 2.7 19.7



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
ハシモト　ハルナ  14.69 (-0.5)  1.68  8.66  26.13 (+1.7)  5.24 (-0.4)  31.58  2:28.46

橋本　春菜 883 [883] 830 [1713] 442 [2155] 786 [2941] 626 [3567] 507 [4074] 712 [4786]
タシロ　ナルミ  14.67 (-0.5)  1.56  9.25  25.97 (+1.7)  5.21 ( 0.0)  35.40  2:28.07

田代　なる実 886 [886] 689 [1575] 480 [2055] 800 [2855] 617 [3472] 579 [4051] 717 [4768]
ホカマ　アキ  14.74 (-0.5)  1.50  9.66  26.42 (+1.7)  4.89 (+1.6)  42.74  2:25.96

外間　亜喜 東京女子体育大 876 [876] 621 [1497] 507 [2004] 761 [2765] 530 [3295] 720 [4015] 744 [4759]
イトウ　モモコ  15.09 (+1.4)  1.68  9.06  26.65 (+1.7)  5.28 (+1.4)  23.83  2:23.04

伊藤　桃子 830 [830] 830 [1660] 468 [2128] 741 [2869] 637 [3506] 360 [3866] 783 [4649]
トミミツ　ミヅキ  15.09 (-0.5)  1.56  9.10  26.62 (+0.8)  5.41 (+1.3)  31.61  2:36.60

冨満　美月 東京女子体育大 830 [830] 689 [1519] 471 [1990] 744 [2734] 674 [3408] 507 [3915] 612 [4527]
ヤマダ　サワコ  15.93 (-0.5)  1.40  9.86  26.91 (+1.7)  5.03 (+0.1)  42.20  2:28.53

山田　紗和子 723 [723] 512 [1235] 520 [1755] 719 [2474] 567 [3041] 710 [3751] 711 [4462]
タナカ　ケイコ  14.98 (-0.5)  1.50  9.65  26.28 (+0.8)  4.92 (+0.5)  31.83  2:31.98

田中　恵子 844 [844] 621 [1465] 507 [1972] 773 [2745] 538 [3283] 511 [3794] 668 [4462]
サノ　コトミ  15.45 (-0.5)  1.56  8.95  26.26 (+1.7)  4.91 (-1.2)  31.32  2:29.28

佐野　琴美 783 [783] 689 [1472] 461 [1933] 775 [2708] 535 [3243] 502 [3745] 702 [4447]
カワサキ　アイ  15.61 (+1.4)  1.56  10.46  28.16 (+0.8)  4.81 (+0.9)  36.65  2:29.86

川崎　瞳 中京大中京高 763 [763] 689 [1452] 560 [2012] 618 [2630] 508 [3138] 603 [3741] 695 [4436]
チノ　ミユキ  15.66 (+1.4)  1.50  8.44  26.58 (+1.7)  4.84 (+0.6)  27.66  2:23.48

千野　美幸 756 [756] 621 [1377] 428 [1805] 747 [2552] 516 [3068] 432 [3500] 777 [4277]
フジタ　モモカ  15.81 (-0.5)  1.53  8.99  28.00 (+0.8)  4.80 (+0.4)  29.12  2:40.97

藤田　もも夏 738 [738] 655 [1393] 464 [1857] 631 [2488] 506 [2994] 460 [3454] 562 [4016]
ユモト　タマミ  16.34 (+1.4)  1.35  7.58  27.56 (+0.8)  4.75 ( 0.0)  45.01  2:48.60

湯本　珠実 673 [673] 460 [1133] 372 [1505] 666 [2171] 492 [2663] 764 [3427] 478 [3905]
ハタノ　ユウカ  16.53 (+1.4)  1.35  8.93  28.73 (+0.8)  4.47 (-0.9)  27.83  2:42.24

波田野　優佳 651 [651] 460 [1111] 460 [1571] 574 [2145] 421 [2566] 436 [3002] 547 [3549]

オオタ　アユ  15.42 (+1.4)  1.45  9.81  26.30 (+1.7) DNS DNS

太田　杏優 787 [787] 566 [1353] 517 [1870] 771 [2641] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

13

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場
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13  63 市立長野高 2641 8

9  59 日本体育大 2145 14 1404 [13]  3549

-

11

14  64 松商学園高 2171 13 1734 [9]  3905 12

 4277 10

11  61 大阪体育大 2488 11

12  62 2630 9 1806 [5]  4436 9

1528 [12]  4016

10  60 中京大 2552 10 1725 [10]

4  54 日本体育大 2708 7 1739 [8]  4447 8

7  57 東京学芸大 2745 5 1717 [11]  4462 7

6  56 2734 6 1793 [6]  4527 5

5  55 東大阪大 2474 12 1988 [2]  4462 6

3  53 2765 4 1994 [1]  4759 3

2  52 中京大中京高 2869 2 1780 [7]  4649 4

1  51 環太平洋大 2855 3 1913 [3]  4768 2

主催団体名 日本陸上競技連盟 （共）長野市/長野市教育委員会/信濃毎日新聞 陸協名 長野陸上競技協会 [17]

8  58 筑波大 2941 1 1845 [4]  4786 1

種目 U20 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 17/6/10～17/6/11 審判長 小林至

競技会名 第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 競技場名 長野市営陸上競技場 [172070] 記録主任 瀧沢佳生



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

イトウ　モモコ

1  52 伊藤　桃子 中京大中京高 5  15.09 830
オオタ　アユ

2  63 太田　杏優 市立長野高 4  15.42 787
カワサキ　アイ

3  62 川崎　瞳 中京大中京高 7  15.61 763
チノ　ミユキ

4  60 千野　美幸 中京大 6  15.66 756
ユモト　タマミ

5  64 湯本　珠実 松商学園高 3  16.34 673
ハタノ　ユウカ

6  59 波田野　優佳 日本体育大 8  16.53 651

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

タシロ　ナルミ

1  51 田代　なる実 環太平洋大 4  14.67 886
ハシモト　ハルナ

2  58 橋本　春菜 筑波大 5  14.69 883
ホカマ　アキ

3  53 外間　亜喜 東京女子体育大 6  14.74 876
タナカ　ケイコ

4  57 田中　恵子 東京学芸大 8  14.98 844
トミミツ　ミヅキ

5  56 冨満　美月 東京女子体育大 1  15.09 830
サノ　コトミ

6  54 佐野　琴美 日本体育大 2  15.45 783
フジタ　モモカ

7  61 藤田　もも夏 大阪体育大 7  15.81 738
ヤマダ　サワコ

8  55 山田　紗和子 東大阪大 3  15.93 723

U20 女子 七種競技 100mH 17/6/10 10:20 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

《 決勝 》

風速 (+1.4 m/s)

風速 (-0.5 m/s)
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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  1.45| 1.50| 1.53| 1.56| 1.59| 1.62| 1.65| 1.68| 1.71

イトウ　モモコ

1  52 伊藤　桃子 中京大中京高 3  1.68 830 -    |-    |o    |o    |xo   |o    |xo   |xo   |xxx  
フジタ　モモカ

2  61 藤田　もも夏 大阪体育大 2  1.53 655 -    |o    |o    |xxx  
チノ　ミユキ

3  60 千野　美幸 中京大 1  1.50 621 xo   |xo   |xxx  

2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

ハシモト　ハルナ

1  58 橋本　春菜 筑波大 7  1.68 830 -    |-    |o    |o    |o    |o    |o    |o    |xxo  |xxo  |xxo  |xxx  

カワサキ　アイ

2  62 川崎　瞳 中京大中京高 9  1.56 689 -    |o    |o    |o    |o    |o    |o    |xxx  
トミミツ　ミヅキ

3  56 冨満　美月 東京女子体育大 8  1.56 689 -    |-    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
サノ　コトミ

4  54 佐野　琴美 日本体育大 10  1.56 689 -    |-    |-    |-    |o    |o    |xxo  |xxx  
タシロ　ナルミ

5  51 田代　なる実 環太平洋大 11  1.56 689 -    |-    |-    |-    |xxo  |xo   |xxo  |xxx  
タナカ　ケイコ

6  57 田中　恵子 東京学芸大 6  1.50 621 -    |-    |o    |o    |xo   |xxx  
ホカマ　アキ

7  53 外間　亜喜 東京女子体育大 5  1.50 621 -    |o    |xxo  |xo   |xo   |xxx  
オオタ　アユ

8  63 太田　杏優 市立長野高 4  1.45 566 -    |-    |o    |xo   |xxx  
ヤマダ　サワコ

9  55 山田　紗和子 東大阪大 1  1.40 512 xo   |o    |xxo  |xxx  
ユモト　タマミ

10  64 湯本　珠実 松商学園高 2  1.35 460 o    |o    |xxx  
ハタノ　ユウカ

10  59 波田野　優佳 日本体育大 3  1.35 460 o    |o    |xxx  
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× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効

U20 女子 七種競技 走高跳 17/6/10 11:20 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 鈴木文雄／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：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考
カワサキ　アイ

1  62 川崎　瞳 中京大中京高 9  10.46 560 9.07 | 10.46 | 10.30
ヤマダ　サワコ

2  55 山田　紗和子 東大阪大 12  9.86 520 × | 9.29 | 9.86
オオタ　アユ

3  63 太田　杏優 市立長野高 7  9.81 517 8.90 | 9.81 | ×
ホカマ　アキ

4  53 外間　亜喜 東京女子体育大 6  9.66 507 9.60 | 9.66 | ×
タナカ　ケイコ

5  57 田中　恵子 東京学芸大 10  9.65 507 9.65 | × | ×
タシロ　ナルミ

6  51 田代　なる実 環太平洋大 4  9.25 480 8.05 | 9.25 | 8.65
トミミツ　ミヅキ

7  56 冨満　美月 東京女子体育大 13  9.10 471 9.10 | 9.00 | 8.37
イトウ　モモコ

8  52 伊藤　桃子 中京大中京高 11  9.06 468 8.85 | 9.06 | 8.83
フジタ　モモカ

9  61 藤田　もも夏 大阪体育大 8  8.99 464 8.99 | 8.67 | 8.87
サノ　コトミ

10  54 佐野　琴美 日本体育大 3  8.95 461 8.66 | 8.80 | 8.95
ハタノ　ユウカ

11  59 波田野　優佳 日本体育大 1  8.93 460 8.73 | 8.77 | 8.93
ハシモト　ハルナ

12  58 橋本　春菜 筑波大 5  8.66 442 8.46 | 8.63 | 8.66
チノ　ミユキ

13  60 千野　美幸 中京大 2  8.44 428 7.14 | 7.93 | 8.44
ユモト　タマミ

14  64 湯本　珠実 松商学園高 14  7.58 372 7.56 | 7.58 | 7.43

× : 無効試技
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U20 女子 七種競技 砲丸投4k 17/6/10 14:40  

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 上原羊二
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 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

タナカ　ケイコ

1  57 田中　恵子 東京学芸大 6  26.28 773
トミミツ　ミヅキ

2  56 冨満　美月 東京女子体育大 7  26.62 744
ユモト　タマミ

3  64 湯本　珠実 松商学園高 9  27.56 666
フジタ　モモカ

4  61 藤田　もも夏 大阪体育大 4  28.00 631
カワサキ　アイ

5  62 川崎　瞳 中京大中京高 5  28.16 618
ハタノ　ユウカ

6  59 波田野　優佳 日本体育大 8  28.73 574

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

タシロ　ナルミ

1  51 田代　なる実 環太平洋大 6  25.97 800
ハシモト　ハルナ

2  58 橋本　春菜 筑波大 7  26.13 786
サノ　コトミ

3  54 佐野　琴美 日本体育大 5  26.26 775
オオタ　アユ

4  63 太田　杏優 市立長野高 8  26.30 771
ホカマ　アキ

5  53 外間　亜喜 東京女子体育大 9  26.42 761
チノ　ミユキ

6  60 千野　美幸 中京大 3  26.58 747
イトウ　モモコ

7  52 伊藤　桃子 中京大中京高 2  26.65 741
ヤマダ　サワコ

8  55 山田　紗和子 東大阪大 4  26.91 719
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風速 (+1.7 m/s)

U20 女子 七種競技 200m 17/6/10 17:25 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.8 m/s)

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 青柳智之
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
トミミツ　ミヅキ

1  56 冨満　美月 東京女子体育大 14  5.41 (+1.3) 674 5.41(+1.3) | 5.30(+0.7) | 4.80(-0.4)
イトウ　モモコ

2  52 伊藤　桃子 中京大中京高 7  5.28 (+1.4) 637 5.28(+1.4) | 5.24(+1.1) | ×( - )
ハシモト　ハルナ

3  58 橋本　春菜 筑波大 2  5.24 (-0.4) 626 4.92(+1.5) | 5.24(-0.4) | 5.18(+0.9)
タシロ　ナルミ

4  51 田代　なる実 環太平洋大 5  5.21 ( 0.0) 617 5.21( 0.0) | ×( - ) | 5.08(+0.2)
ヤマダ　サワコ

5  55 山田　紗和子 東大阪大 11  5.03 (+0.1) 567 ×( - ) | ×( - ) | 5.03(+0.1)
タナカ　ケイコ

6  57 田中　恵子 東京学芸大 4  4.92 (+0.5) 538 4.88(+0.5) | 4.92(+0.5) | ×( - )
サノ　コトミ

7  54 佐野　琴美 日本体育大 1  4.91 (-1.2) 535 ×( - ) | 4.91(-1.2) | ×( - )
ホカマ　アキ

8  53 外間　亜喜 東京女子体育大 3  4.89 (+1.6) 530 4.87(+0.5) | 4.77(+1.0) | 4.89(+1.6)
チノ　ミユキ

9  60 千野　美幸 中京大 10  4.84 (+0.6) 516 4.84(+0.6) | 4.70(+0.5) | 4.67(+1.1)
カワサキ　アイ

10  62 川崎　瞳 中京大中京高 6  4.81 (+0.9) 508 4.81(+1.3) | 4.81(+0.9) | 4.69(-0.5)
フジタ　モモカ

11  61 藤田　もも夏 大阪体育大 8  4.80 (+0.4) 506 4.63(-0.5) | 4.80(+0.4) | 4.60(+1.6)
ユモト　タマミ

12  64 湯本　珠実 松商学園高 12  4.75 ( 0.0) 492 ×( - ) | 4.75( 0.0) | 4.75(+0.3)
ハタノ　ユウカ

13  59 波田野　優佳 日本体育大 13  4.47 (-0.9) 421 ×( - ) | 4.47(-0.9) | 4.36(+0.6)
オオタ　アユ

-  63 太田　杏優 市立長野高 9 DNS (-)

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 鈴木文雄
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生

U20 女子 七種競技 走幅跳 17/6/11 09:30  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 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 Ord. 記録 得点 備考
ユモト　タマミ

1  64 湯本　珠実 松商学園高 10  45.01 764 45.01 | 43.11 | 43.47
ホカマ　アキ

2  53 外間　亜喜 東京女子体育大 3  42.74 720 41.50 | 42.74 | ×
ヤマダ　サワコ

3  55 山田　紗和子 東大阪大 14  42.20 710 42.20 | 37.48 | 40.25
カワサキ　アイ

4  62 川崎　瞳 中京大中京高 5  36.65 603 36.65 | × | 36.24
タシロ　ナルミ

5  51 田代　なる実 環太平洋大 7  35.40 579 35.40 | 32.75 | 31.64
タナカ　ケイコ

6  57 田中　恵子 東京学芸大 4  31.83 511 × | 31.83 | －
トミミツ　ミヅキ

7  56 冨満　美月 東京女子体育大 13  31.61 507 29.97 | 29.42 | 31.61
ハシモト　ハルナ

8  58 橋本　春菜 筑波大 6  31.58 507 30.12 | 31.58 | 26.43
サノ　コトミ

9  54 佐野　琴美 日本体育大 8  31.32 502 26.58 | 31.32 | ×
フジタ　モモカ

10  61 藤田　もも夏 大阪体育大 2  29.12 460 13.14 | 28.25 | 29.12
ハタノ　ユウカ

11  59 波田野　優佳 日本体育大 11  27.83 436 22.43 | 25.92 | 27.83
チノ　ミユキ

12  60 千野　美幸 中京大 12  27.66 432 26.23 | 27.66 | 23.23
イトウ　モモコ

13  52 伊藤　桃子 中京大中京高 9  23.83 360 23.58 | 23.83 | 22.69
オオタ　アユ

-  63 太田　杏優 市立長野高 1 DNS
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DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス

U20 女子 七種競技 やり投600g 17/6/11 12:30  

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 上原羊二
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 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

チノ　ミユキ

1  60 千野　美幸 中京大 2  2:23.48 777
カワサキ　アイ

2  62 川崎　瞳 中京大中京高 1  2:29.86 695
フジタ　モモカ

3  61 藤田　もも夏 大阪体育大 3  2:40.97 562
ハタノ　ユウカ

4  59 波田野　優佳 日本体育大 5  2:42.24 547
ユモト　タマミ

5  64 湯本　珠実 松商学園高 4  2:48.60 478

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

イトウ　モモコ

1  52 伊藤　桃子 中京大中京高 5  2:23.04 783
ホカマ　アキ

2  53 外間　亜喜 東京女子体育大 3  2:25.96 744
タシロ　ナルミ

3  51 田代　なる実 環太平洋大 2  2:28.07 717
ハシモト　ハルナ

4  58 橋本　春菜 筑波大 1  2:28.46 712
ヤマダ　サワコ

5  55 山田　紗和子 東大阪大 7  2:28.53 711
サノ　コトミ

6  54 佐野　琴美 日本体育大 8  2:29.28 702
タナカ　ケイコ

7  57 田中　恵子 東京学芸大 6  2:31.98 668
トミミツ　ミヅキ

8  56 冨満　美月 東京女子体育大 4  2:36.60 612
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U20 女子 七種競技 800m 17/6/11 15:50 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第33回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [17500322] 青柳智之
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢佳生


