
大会コード 18500321

大会コード 18500322

： ２０１８年６月１６日（土）- １７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　デンカ株式会社

： 内山 了治

： 鈴木 一弘(十種)　小林 至(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16日(土) 6月17日(日)

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技

兼 ジャカルタ2018アジア競技大会日本代表選手選考競技会

第34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) (℃) (%)

9:15 曇り 北北西 1.5 17.5 52.0

10:00 曇り 北北東 2.5 17.5 61.0 10:00 晴れ 南

65.0 9:00 晴れ 南南西 2.8 20.0

2.5 21.0 49.0

11:00 曇り 北北東 1.9 18.5 57.0 11:00 晴れ 南 2.3 22.0 45.0

12:00 曇り 北北西 2.1 19.0 39.0

13:00 曇り 北 1.5 19.5 54.0 13:00 晴れ 北北東

55.0 12:00 晴れ 南南西 1.0 23.0

1.2 24.0 38.0

14:00 曇り 北 3.5 19.5 55.0 14:00 晴れ 南南西 1.2 25.0 32.0

15:00 曇り 北 3.2 19.5 30.0

16:00 曇り 北 3.5 19.0 55.0 16:00 晴れ 北

55.0 15:00 晴れ 東北東 1.0 26.5

18:00 曇り 北 2.7 18.0

2.4 26.0 40.0

17:00 曇り 北 2.7 18.5 59.0 17:00

45.060.0 18:00 晴れ 南南西 1.6 24.0

曇り 北 1.4 25.0 45.0



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
ICHIKAWA Shota フクオカダイ w 11.44 (+2.6)  7.03 (+1.6)  12.11  1.97  50.95 w 15.22 (+3.1)  30.79  4.00  55.24  4:35.66

市川　翔太 福岡大 765 [765] 821 [1586] 613 [2199] 776 [2975] 771 [3746] 823 [4569] 480 [5049] 617 [5666] 666 [6332] 708 [7040]
KAWAKAMI Hideru カンセイガクインダイ  10.76 (+1.3)  6.68 (+1.7)  11.06  1.85  49.39 w 14.28 (+2.1)  29.31  3.90  49.09  4:32.68

川上　ヒデル 関西学院大 915 [915] 739 [1654] 549 [2203] 670 [2873] 843 [3716] 939 [4655] 451 [5106] 590 [5696] 575 [6271] 727 [6998]
KITAMURA Kazuma トウキョウガクゲイダイ  11.08 (+1.3)  6.51 (+1.9)  11.92  1.70  49.80 w 14.06 (+2.1)  28.62  3.70  52.38  4:32.67

北村　一真 東京学芸大 843 [843] 700 [1543] 602 [2145] 544 [2689] 824 [3513] 967 [4480] 437 [4917] 535 [5452] 624 [6076] 727 [6803]
UEJI Kaito キンキダイコウギョウコウセン  11.16 (+1.3)  6.86 (+0.9)  12.09  1.75  51.60 w 14.99 (+3.1)  34.19  3.90  47.04  4:34.52

上地　海斗 近畿大工業高専 825 [825] 781 [1606] 612 [2218] 585 [2803] 742 [3545] 851 [4396] 547 [4943] 590 [5533] 545 [6078] 715 [6793]
MAEGAWA Masayuki チュウキョウダイ w 11.36 (+2.6)  6.28 (+1.0)  11.04  1.80  50.70 w 15.04 (+2.1)  35.88  3.60  57.50  4:39.98

前川　斉幸 中京大 782 [782] 648 [1430] 548 [1978] 627 [2605] 783 [3388] 845 [4233] 581 [4814] 509 [5323] 700 [6023] 680 [6703]
SEGAWA Daiki ニホンダイ w 11.39 (+2.6)  6.69 (+1.7)  11.62  1.88  50.61 w 14.76 (+3.1)  30.28  3.00  50.46  4:25.26

瀬川　大樹 日本大 776 [776] 741 [1517] 583 [2100] 696 [2796] 787 [3583] 879 [4462] 470 [4932] 357 [5289] 595 [5884] 776 [6660]
SUZUKI Takumaru チバショウカダイ w 11.28 (+2.6) w 6.28 (+2.3)  12.75  1.70  52.72 w 15.32 (+3.1)  34.48  4.10  50.73  5:05.11

鈴木　琢丸 千葉商科大 799 [799] 648 [1447] 652 [2099] 544 [2643] 694 [3337] 811 [4148] 553 [4701] 645 [5346] 599 [5945] 531 [6476]
ABE Masato ニホンタイイクダイ  11.46 (+1.3) w 6.68 (+2.2)  10.56  1.85  51.97 w 15.65 (+3.1)  23.64  3.80  46.06  4:29.47

安倍　将人 日本体育大 761 [761] 739 [1500] 519 [2019] 670 [2689] 726 [3415] 773 [4188] 341 [4529] 562 [5091] 531 [5622] 748 [6370]
IMAOKA Kaito ニホンダイ  11.01 (+1.3)  6.90 (+1.2)  10.65  1.80  50.87 w 14.62 (+2.1)  28.74  3.00  38.37  4:41.07

今岡　海斗 日本大 858 [858] 790 [1648] 525 [2173] 627 [2800] 775 [3575] 896 [4471] 440 [4911] 357 [5268] 419 [5687] 674 [6361]
ENOO Jyuri ニホンタイイクダイ w 11.17 (+2.6)  6.66 (+1.9)  11.29  2.00  52.06 w 15.04 (+3.1)  25.58  2.60  47.45  4:42.76

榎尾　珠莉 日本体育大 823 [823] 734 [1557] 563 [2120] 803 [2923] 722 [3645] 845 [4490] 378 [4868] 264 [5132] 551 [5683] 663 [6346]
AOKI Tomohiro ニホンタイイクダイ w 11.62 (+2.6)  6.34 (-1.0)  12.09  1.80  51.74 w 15.34 (+3.1)  34.02  3.00  48.05  4:56.32

青木　智宏 日本体育大 728 [728] 661 [1389] 612 [2001] 627 [2628] 736 [3364] 809 [4173] 544 [4717] 357 [5074] 560 [5634] 581 [6215]
NISHITANI Masahiro テンリダイ w 11.23 (+2.6)  6.81 (+1.9)  12.16  1.70  52.13 w 16.31 (+3.1)  27.86  3.00  43.85  4:34.02

西谷　昌弘 天理大 810 [810] 769 [1579] 616 [2195] 544 [2739] 719 [3458] 698 [4156] 423 [4579] 357 [4936] 498 [5434] 718 [6152]
MIYASHITA Itta ニイガタイリョウフクシダイ  11.00 (+1.3)  6.29 (-0.4)  11.67  1.80  51.16 w 14.87 (+2.1)  28.24  3.00  43.98  5:13.45

宮下　一太 新潟医療福祉大 861 [861] 650 [1511] 586 [2097] 627 [2724] 762 [3486] 865 [4351] 430 [4781] 357 [5138] 500 [5638] 485 [6123]
KUJI Yuta センダイダイ w 11.62 (+2.6)  6.01 ( 0.0)  10.69  1.70  51.10 w 16.79 (+3.1)  25.68  2.80  44.74  4:22.31

久慈　悠太 仙台大 728 [728] 589 [1317] 527 [1844] 544 [2388] 765 [3153] 646 [3799] 380 [4179] 309 [4488] 511 [4999] 796 [5795]
AMEMIYA Taiki トウキョウガクゲイダイ w 11.29 (+2.6)  6.29 (+0.4)  10.90  1.85  52.07 DNS DNS DNS DNS

雨宮　大樹 東京学芸大 797 [797] 650 [1447] 540 [1987] 670 [2657] 722 [3379] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

AKASHI Soichiro ニホンダイ  11.15 (+1.3)  6.59 (+1.4)  11.83  1.75 DNS DNS DNS DNS DNS

明石　宗一郎 日本大 827 [827] 718 [1545] 596 [2141] 585 [2726] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

ASAKUMA Takeyasu トヤマダイ DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

朝熊　剛康 富山大 - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] - [-] 　　　　[　　　　]

w (wind assist) : 追風参考

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場
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17  67 - -

13  63 - - - DNS

- DNS

9  59 3153 15 2642 [13]  5795 14

3  53 3379 12 - DNF

11  61 3458 9 2694 [12] w 6152 12

10  60 3486 8 2637 [14]  6123 13

6  56 3645 3 2701 [11] w 6346 10

7  57 3364 13 2851 [9]  6215 11

8  58 3415 10 2955 [8] w 6370 8

12  62 3575 5 2786 [10]  6361 9

16  66 3583 4 3077 [7] w 6660 6
公認
6646

5  55 3337 14 3139 [6] w 6476 7
公認
6445

4  54 3545 6 3248 [5]  6793 4

15  65 3388 11 3315 [1]  6703 5

1  51 3716 2 3282 [4]  6998 2

2  52 3513 7 3290 [3]  6803 3

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] 記録担当審判員

14  64 3746 1 3294 [2] w 7040 1

種目 U20 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 18/6/16～18/6/17 審判長 鈴木 一弘

競技会名 第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322] 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

エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

1  56 榎尾　珠莉 日本体育大 7 w 11.17 823
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

2  61 西谷　昌弘 天理大 6 w 11.23 810
スズキ　タクマル チバショウカダイ

3  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 5 w 11.28 799
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

4  53 雨宮　大樹 東京学芸大 3 w 11.29 797
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

5  65 前川　斉幸 中京大 4 w 11.36 782
セガワ　ダイキ ニホンダイ

6  66 瀬川　大樹 日本大 2 w 11.39 776
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

7  64 市川　翔太 福岡大 8 w 11.44 765
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

8  57 青木　智宏 日本体育大 1 w 11.62 728
クジ　ユウタ センダイダイ

9  59 久慈　悠太 仙台大 9 w 11.62 728

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

1  51 川上　ヒデル 関西学院大 5  10.76 915
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

2  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 6  11.00 861
イマオカ　カイト ニホンダイ

3  62 今岡　海斗 日本大 7  11.01 858
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

4  52 北村　一真 東京学芸大 2  11.08 843
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

5  63 明石　宗一郎 日本大 3  11.15 827
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

6  54 上地　海斗 近畿大工業高専 8  11.16 825
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

7  58 安倍　将人 日本体育大 9  11.46 761
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 4 DNS

鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 男子 十種競技 100m
18/6/16 09:45 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322]

《 決勝 》

風速 (+2.6 m/s)

風速 (+1.3 m/s)
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w (wind assist) : 追風参考
DNS (Did Not Start) : 欠場



審判長：
記録主任：

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

1  54 上地　海斗 近畿大工業高専 1  6.86 (+0.9) 781 6.67(+0.8) | 6.86(+0.9) | 6.68(+1.7)
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

2  51 川上　ヒデル 関西学院大 7  6.68 (+1.7) 739 6.68(+1.7) | ×( - ) | 6.59(+1.0)
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

3  58 安倍　将人 日本体育大 8 w 6.68 (+2.2) 739 ×( - ) | ×( - ) | 6.68(+2.2)
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

4  56 榎尾　珠莉 日本体育大 2  6.66 (+1.9) 734 6.66(+1.9) | 6.49(+0.5) | 6.51(+0.6)
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

5  52 北村　一真 東京学芸大 4  6.51 (+1.9) 700 6.51(+1.9) | 6.38(+0.8) | 6.51(-0.1)
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

6  57 青木　智宏 日本体育大 6  6.34 (-1.0) 661 ×( - ) | ×( - ) | 6.34(-1.0)
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

7  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 9  6.29 (-0.4) 650 6.15(+0.3) | 6.19(+1.0) | 6.29(-0.4)
クジ　ユウタ センダイダイ

8  59 久慈　悠太 仙台大 3  6.01 ( 0.0) 589 ×( - ) | 6.01( 0.0) | 5.99(+1.2)
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 5 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

イチカワ　ショウタ フクオカダイ

1  64 市川　翔太 福岡大 5  7.03 (+1.6) 821 ×( - ) | 7.03(+1.6) | 6.88(+0.5)
イマオカ　カイト ニホンダイ

2  62 今岡　海斗 日本大 1  6.90 (+1.2) 790 6.75(-0.2) | 6.90(+1.2) | 6.82(+1.0)
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

3  61 西谷　昌弘 天理大 2  6.81 (+1.9) 769 6.81(+1.9) | ×( - ) | 6.58(+0.9)
セガワ　ダイキ ニホンダイ

4  66 瀬川　大樹 日本大 3  6.69 (+1.7) 741 6.57(+1.5) | 6.63(+0.2) | 6.69(+1.7)
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

5  63 明石　宗一郎 日本大 8  6.59 (+1.4) 718 6.59(+1.4) | 4.70(+1.8) | ×( - )
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

6  53 雨宮　大樹 東京学芸大 7  6.29 (+0.4) 650 ×( - ) | 6.29(+0.4) | －( - )
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

7  65 前川　斉幸 中京大 4  6.28 (+1.0) 648 6.28(+1.0) | 6.21(-0.1) | 6.11(+1.6)
スズキ　タクマル チバショウカダイ

8  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 6 w 6.28 (+2.3) 648 公認:6.14(0.2) 6.28(+2.3) | 6.14(+0.2) | ×( - )

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス
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w (wind assist) : 追風参考

U20 男子 十種競技 走幅跳
18/6/16 10:35 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322]				 鈴木 一弘
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

スズキ　タクマル チバショウカダイ

1  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 2  12.75 652 11.91 | × | 12.75
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

2  64 市川　翔太 福岡大 7  12.11 613 10.27 | 12.11 | 11.52
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

3  57 青木　智宏 日本体育大 8  12.09 612 10.67 | 11.18 | 12.09
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

4  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 1  11.67 586 10.47 | 11.67 | ×
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

5  56 榎尾　珠莉 日本体育大 4  11.29 563 10.93 | 11.29 | 10.72
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

6  65 前川　斉幸 中京大 9  11.04 548 10.54 | 11.04 | 10.88
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

7  53 雨宮　大樹 東京学芸大 5  10.90 540 10.22 | 10.90 | 10.65
イマオカ　カイト ニホンダイ

8  62 今岡　海斗 日本大 3  10.65 525 10.65 | 10.16 | 9.65
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

9  58 安倍　将人 日本体育大 6  10.56 519 10.34 | 10.15 | 10.56

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

1  61 西谷　昌弘 天理大 4  12.16 616 12.16 | 12.01 | ×
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

2  54 上地　海斗 近畿大工業高専 6  12.09 612 10.12 | × | 12.09
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

3  52 北村　一真 東京学芸大 3  11.92 602 × | 11.92 | 10.44
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

4  63 明石　宗一郎 日本大 1  11.83 596 11.83 | × | ×
セガワ　ダイキ ニホンダイ

5  66 瀬川　大樹 日本大 8  11.62 583 11.62 | 11.35 | 10.91
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

6  51 川上　ヒデル 関西学院大 2  11.06 549 11.06 | 10.55 | 10.16
クジ　ユウタ センダイダイ

7  59 久慈　悠太 仙台大 7  10.69 527 10.44 | 10.48 | 10.69
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 5 DNS

リザルトリスト

第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322]				 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 男子 十種競技 砲丸投6k

《 決勝 》

18/6/16 12:15 ( 2組 ) 

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/16

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技



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  1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.88| 1.91| 1.94| 1.97| 2.00| 2.03

エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

1  56 榎尾　珠莉 日本体育大 5  2.00 803 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

2  64 市川　翔太 福岡大 1  1.97 776 -    |-    |o    |o    |o    |xxo  |xo   |xxo  |xxx  
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

3  51 川上　ヒデル 関西学院大 4  1.85 670 o    |xxo  |o    |o    |xxx  
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

4  58 安倍　将人 日本体育大 3  1.85 670 o    |-    |o    |xxo  |xxx  
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

5  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 7  1.80 627 o    |o    |o    |xxx  
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

6  57 青木　智宏 日本体育大 6  1.80 627 o    |o    |xo   |xxx  
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

7  63 明石　宗一郎 日本大 8  1.75 585 -    |xo   |xr   
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 2 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.88| 1.91

セガワ　ダイキ ニホンダイ

1  66 瀬川　大樹 日本大 1  1.88 696 -    |o    |o    |o    |o    |xxo  |xxx  
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

2  53 雨宮　大樹 東京学芸大 4  1.85 670 -    |-    |o    |xxo  |o    |-    |xxx  
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

3  65 前川　斉幸 中京大 5  1.80 627 -    |o    |o    |o    |xxx  
イマオカ　カイト ニホンダイ

4  62 今岡　海斗 日本大 3  1.80 627 o    |o    |o    |xxo  |xxx  
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

5  54 上地　海斗 近畿大工業高専 8  1.75 585 o    |xo   |xxo  |xxx  
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

6  61 西谷　昌弘 天理大 9  1.70 544 o    |o    |xxx  
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

7  52 北村　一真 東京学芸大 2  1.70 544 o    |xo   |xxx  
クジ　ユウタ センダイダイ

7  59 久慈　悠太 仙台大 6  1.70 544 o    |xo   |xxx  
スズキ　タクマル チバショウカダイ

9  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 7  1.70 544 xo   |xo   |xxx  

リザルトリスト

第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 男子 十種競技 走高跳

《 決勝 》

18/6/16 14:10 ( 2組 ) 

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/16

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



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

カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

1  51 川上　ヒデル 関西学院大 6  49.39 843
クジ　ユウタ センダイダイ

2  59 久慈　悠太 仙台大 5  51.10 765
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

3  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 4  51.16 762
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

4  54 上地　海斗 近畿大工業高専 8  51.60 742
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

5  57 青木　智宏 日本体育大 3  51.74 736
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

6  58 安倍　将人 日本体育大 9  51.97 726
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

7  56 榎尾　珠莉 日本体育大 1  52.06 722
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

8  61 西谷　昌弘 天理大 7  52.13 719
スズキ　タクマル チバショウカダイ

9  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 2  52.72 694

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

1  52 北村　一真 東京学芸大 4  49.80 824
セガワ　ダイキ ニホンダイ

2  66 瀬川　大樹 日本大 3  50.61 787
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

3  65 前川　斉幸 中京大 9  50.70 783
イマオカ　カイト ニホンダイ

4  62 今岡　海斗 日本大 5  50.87 775
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

5  64 市川　翔太 福岡大 8  50.95 771
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

6  53 雨宮　大樹 東京学芸大 2  52.07 722
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 6 DNS
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

-  63 明石　宗一郎 日本大 7 DNS

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/16

U20 男子 十種競技 400m

《 決勝 》

18/6/16 17:20 ( 2組 ) 

リザルトリスト

第34回U20日本陸上競技選手権大会（混成競技） [18500322] 鈴木 一弘
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

セガワ　ダイキ ニホンダイ

1  66 瀬川　大樹 日本大 5 w 14.76 879
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

2  54 上地　海斗 近畿大工業高専 6 w 14.99 851
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

3  56 榎尾　珠莉 日本体育大 3 w 15.04 845
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

4  64 市川　翔太 福岡大 9 w 15.22 823
スズキ　タクマル チバショウカダイ

5  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 4 w 15.32 811
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

6  57 青木　智宏 日本体育大 7 w 15.34 809
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

7  58 安倍　将人 日本体育大 1 w 15.65 773
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

8  61 西谷　昌弘 天理大 2 w 16.31 698
クジ　ユウタ センダイダイ

9  59 久慈　悠太 仙台大 8 w 16.79 646

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

1  52 北村　一真 東京学芸大 5 w 14.06 967
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

2  51 川上　ヒデル 関西学院大 7 w 14.28 939
イマオカ　カイト ニホンダイ

3  62 今岡　海斗 日本大 6 w 14.62 896
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

4  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 3 w 14.87 865
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

5  65 前川　斉幸 中京大 2 w 15.04 845
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

-  63 明石　宗一郎 日本大 4 DNS
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 8 DNS
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

-  53 雨宮　大樹 東京学芸大 9 DNS

風速 (+2.1 m/s)

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17

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

U20 男子 十種競技 110mH
18/6/17 09:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

風速 (+3.1 m/s)



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
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

1  65 前川　斉幸 中京大 11  35.88 581 32.73 | 34.91 | 35.88
スズキ　タクマル チバショウカダイ

2  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 1  34.48 553 33.22 | 34.48 | 33.74
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

3  54 上地　海斗 近畿大工業高専 3  34.19 547 × | 31.66 | 34.19
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

4  57 青木　智宏 日本体育大 14  34.02 544 31.39 | 34.02 | ×
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

5  64 市川　翔太 福岡大 17  30.79 480 30.79 | × | ×
セガワ　ダイキ ニホンダイ

6  66 瀬川　大樹 日本大 16  30.28 470 30.22 | 17.91 | 30.28
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

7  51 川上　ヒデル 関西学院大 2  29.31 451 29.31 | 28.58 | ×
イマオカ　カイト ニホンダイ

8  62 今岡　海斗 日本大 4  28.74 440 × | 28.74 | ×
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

9  52 北村　一真 東京学芸大 8  28.62 437 28.62 | 27.73 | ×
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

10  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 7  28.24 430 25.13 | 28.24 | 27.93
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

11  61 西谷　昌弘 天理大 9  27.86 423 26.36 | 27.86 | 27.36
クジ　ユウタ センダイダイ

12  59 久慈　悠太 仙台大 12  25.68 380 × | 25.68 | ×
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

13  56 榎尾　珠莉 日本体育大 5  25.58 378 × | 25.58 | 24.71
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

14  58 安倍　将人 日本体育大 10  23.64 341 23.28 | 23.18 | 23.64
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

-  63 明石　宗一郎 日本大 6 DNS
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 13 DNS
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

-  53 雨宮　大樹 東京学芸大 15 DNS

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 男子 十種競技 円盤投1.75k

《 決勝 》

18/6/17 09:50  

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技



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  3.00| 3.20| 3.40| 3.50| 3.60| 3.70| 3.80| 3.90| 4.00| 4.10| 4.20

スズキ　タクマル チバショウカダイ

1  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 7  4.10 645 -    |-    |-    |-    |xxo  |o    |o    |o    |xxo  |xo   |xxx  

イチカワ　ショウタ フクオカダイ

2  64 市川　翔太 福岡大 5  4.00 617 -    |-    |o    |-    |xo   |o    |xo   |xxo  |o    |xxx  
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

3  51 川上　ヒデル 関西学院大 2  3.90 590 -    |-    |xo   |-    |o    |o    |o    |o    |xxx  
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

4  54 上地　海斗 近畿大工業高専 6  3.90 590 -    |-    |-    |-    |o    |o    |xxo  |xo   |xxx  
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

5  58 安倍　将人 日本体育大 3  3.80 562 -    |-    |o    |-    |o    |-    |o    |-    |xxx  
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

6  52 北村　一真 東京学芸大 8  3.70 535 -    |xxo  |xo   |o    |o    |xxo  |xxx  
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

7  65 前川　斉幸 中京大 4  3.60 509 xo   |o    |-    |o    |o    |xxx  
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

-  53 雨宮　大樹 東京学芸大 1 DNS

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  2.60| 2.80| 3.00| 3.20

ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

1  61 西谷　昌弘 天理大 2  3.00 357 o    |o    |o    |xxx  
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

1  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 5  3.00 357 o    |o    |o    |xxx  
セガワ　ダイキ ニホンダイ

1  66 瀬川　大樹 日本大 9  3.00 357 -    |o    |o    |xxx  
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

4  57 青木　智宏 日本体育大 8  3.00 357 xo   |xo   |o    |xxx  
イマオカ　カイト ニホンダイ

5  62 今岡　海斗 日本大 1  3.00 357 -    |o    |xo   |xxx  
クジ　ユウタ センダイダイ

6  59 久慈　悠太 仙台大 6  2.80 309 -    |o    |xxx  
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

7  56 榎尾　珠莉 日本体育大 3  2.60 264 o    |xxx  
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 4 DNS
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

-  63 明石　宗一郎 日本大 7 DNS

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2018/06/17

DNS (Did Not Start) : 欠場

U20 男子 十種競技 棒高跳
18/6/17 11:30 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 鈴木 一弘
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
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

1  65 前川　斉幸 中京大 5  57.50 700 52.41 | 57.50 | 56.70
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

2  64 市川　翔太 福岡大 15  55.24 666 55.24 | － | －
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

3  52 北村　一真 東京学芸大 3  52.38 624 52.38 | 48.41 | 49.34
スズキ　タクマル チバショウカダイ

4  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 16  50.73 599 50.73 | × | ×
セガワ　ダイキ ニホンダイ

5  66 瀬川　大樹 日本大 7  50.46 595 50.46 | 33.46 | 49.72
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

6  51 川上　ヒデル 関西学院大 6  49.09 575 49.09 | × | －
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

7  57 青木　智宏 日本体育大 10  48.05 560 45.14 | 44.94 | 48.05
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

8  56 榎尾　珠莉 日本体育大 1  47.45 551 42.67 | 46.24 | 47.45
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

9  54 上地　海斗 近畿大工業高専 13  47.04 545 42.12 | 47.03 | 47.04
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

10  58 安倍　将人 日本体育大 17  46.06 531 44.24 | 46.06 | ×
クジ　ユウタ センダイダイ

11  59 久慈　悠太 仙台大 8  44.74 511 44.64 | 43.46 | 44.74
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

12  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 14  43.98 500 40.46 | 39.55 | 43.98
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

13  61 西谷　昌弘 天理大 12  43.85 498 43.63 | 43.58 | 43.85
イマオカ　カイト ニホンダイ

14  62 今岡　海斗 日本大 2  38.37 419 38.37 | 34.27 | －
アカシ　ソウイチロウ ニホンダイ

-  63 明石　宗一郎 日本大 4 DNS
アサクマ　タケヤス トヤマダイ

-  67 朝熊　剛康 富山大 9 DNS
アメミヤ　タイキ トウキョウガクゲイダイ

-  53 雨宮　大樹 東京学芸大 11 DNS

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生

U20 男子 十種競技 やり投800g
18/6/17 14:50  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技
－ : パス
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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
クジ　ユウタ センダイダイ

1  59 久慈　悠太 仙台大 14  4:22.31 796
セガワ　ダイキ ニホンダイ

2  66 瀬川　大樹 日本大 7  4:25.26 776
アベ　マサト ニホンタイイクダイ

3  58 安倍　将人 日本体育大 12  4:29.47 748
キタムラ　カズマ トウキョウガクゲイダイ

4  52 北村　一真 東京学芸大 4  4:32.67 727
カワカミ　ヒデル カンセイガクインダイ

5  51 川上　ヒデル 関西学院大 2  4:32.68 727
ニシタニ　マサヒロ テンリダイ

6  61 西谷　昌弘 天理大 13  4:34.02 718
ウエジ　カイト キンキダイコウギョウコウセン

7  54 上地　海斗 近畿大工業高専 3  4:34.52 715
イチカワ　ショウタ フクオカダイ

8  64 市川　翔太 福岡大 1  4:35.66 708
マエガワ　マサユキ チュウキョウダイ

9  65 前川　斉幸 中京大 5  4:39.98 680
イマオカ　カイト ニホンダイ

10  62 今岡　海斗 日本大 8  4:41.07 674
エノオ　ジュリ ニホンタイイクダイ

11  56 榎尾　珠莉 日本体育大 9  4:42.76 663
アオキ　トモヒロ ニホンタイイクダイ

12  57 青木　智宏 日本体育大 11  4:56.32 581
スズキ　タクマル チバショウカダイ

13  55 鈴木　琢丸 千葉商科大 6  5:05.11 531
ミヤシタ　イッタ ニイガタイリョウフクシダイ

14  60 宮下　一太 新潟医療福祉大 10  5:13.45 485
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U20 男子 十種競技 1500m
18/6/17 16:50  

《 決勝 》

リザルトリスト

第102回日本陸上競技選手権大会 混成競技 [18500321] 鈴木 一弘
長野市営陸上競技場 [172070] 瀧沢 佳生


