
 

第６８回長野県陸上競技選手権大会[混成競技] 

（大会コード：15200005） 

第４回長野県選抜陸上・長野市大会 
兼 第９９回日本陸上競技選手権大会[混成競技]サブイベント 

（大会コード：15200308） 

 

記 録 集 
 

 
■主 催 (一財)長野陸上競技協会     

■後 援 (公財)長野県体育協会  

 

■期 日 ２０１５年７月４日（土）～５日（日） 

■会 場 長野市営陸上競技場（201010） 

 

■この大会で樹立した記録 

月日 種目 氏名 所属 記録 従来の記録 備考 

7/5 男子 十種競技 村中 智彦 順天堂大（4） 7042 点 6656 点 大会新 

 

 

■ グラウンドコンディション 

 ７月４日(土)                   ７月５日(日) 

時 刻 天 候 風 向 
風 速 
m/s 

気 温 
℃ 

湿 度 
％ 

 時 刻 天 候 風 向 
風 速 
m/s 

気 温 
℃ 

湿 度 
％ 

9:30 雨 東 0.4 21.0 86.0   9:00 曇り 南 0.9 20.0 77.0 

10:00 雨 南東 1.5 21.0 86.0   10:00 曇り 南東 1.0 21.0 73.0 

11:00 曇り 北北東 1.0 22.0 82.0  11:00 曇り 北東 0.3 22.0 70.0 

12:00 曇り 東北東 1.4 23.0 75.0  12:00 曇り 東北東 0.3 23.0 63.0 

13:00 曇り 北 0.8 23.0 75.0  13:00 曇り 北 1.2 23.5 59.0 

14:00 曇り 東 1.9 23.0 71.0  14:00 曇り 北東 1.3 24.5 56.0 

15:00 曇り 東 1.3 22.5 78.0  15:00 曇り 南東 0.7 25.0 51.0 

16:00 曇り 北東 1.1 22.5 78.0  16:00 曇り 北北西 0.3 25.0 54.0 

17:00 曇り 北 1.9 22.0 82.0  17:00 曇り 北北西 1.3 24.5 60.0 

18:00 曇り 東 0.5 22.0 87.0  18:00 曇り 北北西 1.5 23.0 67.0 

 
 



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
ムラナカ　トモヒコ  11.26 (+0.3)  7.14 ( 0.0)  12.40  2.00  50.95  15.51 (-0.9)  33.61  4.30  51.26  5:01.31
村中　智彦 804 [804] 847 [1651] 631 [2282] 803 [3085] 771 [3856] 789 [4645] 536 [5181] 702 [5883] 607 [6490] 552 [7042]
オカダ　ヒデキ  11.07 (-0.1)  6.59 (+0.4)  8.89  1.75  52.60  15.48 (-0.2)  26.87  3.40  42.08  5:09.73
岡田　英希 845 [845] 718 [1563] 419 [1982] 585 [2567] 699 [3266] 792 [4058] 403 [4461] 457 [4918] 472 [5390] 505 [5895]
コザワ　リョウ  12.03 (-0.1)  6.03 (+0.3)  9.43  1.65  53.12  17.41 (-0.2)  24.50  3.20  38.66  4:37.55
小澤　亮 日体大 645 [645] 593 [1238] 451 [1689] 504 [2193] 676 [2869] 582 [3451] 357 [3808] 406 [4214] 423 [4637] 696 [5333]
ホンダ　シュンペイ  12.06 (-0.1)  5.81 (+0.6)  9.67  1.70  53.34  18.87 (-0.2)  27.64  2.60  43.61  4:38.26
本多　俊平 639 [639] 546 [1185] 466 [1651] 544 [2195] 667 [2862] 444 [3306] 418 [3724] 264 [3988] 495 [4483] 691 [5174]
アンドウ　ナオヤ  11.23 (-0.1)  6.17 (+1.2)  7.57  1.65  54.20  18.02 (-0.2)  15.69  3.00  37.41  5:43.83
安藤　直哉 810 [810] 624 [1434] 341 [1775] 504 [2279] 631 [2910] 522 [3432] 192 [3624] 357 [3981] 405 [4386] 334 [4720]

種目 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 15/7/04～15/7/05 審判長 小林 至
競技会名 第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 競技場名 長野市営陸上競技場 [201010] 記録主任 瀧沢 佳生

主催団体名 (一財) 長野陸上競技協会 陸協名 長野 [20] 記録担当審判員

2629 [2]  5895

1  9002 順天堂大 3856 1 3186 [1]

 5333 3

 7042 1 NGR

2  9001 国武大 3266 2

 5174 4

2

3  9004 2869 4 2464 [3]

2910 3 1810 [5]

4  9000 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 2862 5 2312 [4]

NGR：大会新
DNF (Did Not Finish) : 途中棄権
DNS (Did Not Start) : 欠場
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 4720 55  9003 松本大



審判長： 青柳 智之
記録主任： 瀧沢 佳生

1組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 3  11.07 845
アンドウ　ナオヤ

2  9003 安藤　直哉 松本大 2  11.23 810
オザワ　リョウ

3  9004 小澤　亮 日体大 4  12.03 645
ホンダ　シュンペイ

4  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 5  12.06 639

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 2  11.26 804

風速 (+0.3 m/s)

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2015/07/04 10:21:39

風速 (-0.1 m/s)

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005]
長野市営陸上競技場 [201010]

長野県 男子 十種競技 100m 15/7/04 09:30 ( 2組 ) 

《 決勝 》



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

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 2  6.59 (+0.4) 718 ×( - ) | 6.59(+0.4) | 6.30(+0.3)
アンドウ　ナオヤ

2  9003 安藤　直哉 松本大 1  6.17 (+1.2) 624 5.96(+0.4) | 6.17(+1.2) | 6.10( 0.0)
オザワ　リョウ

3  9004 小澤　亮 日体大 3  6.03 (+0.3) 593 ×( - ) | ×( - ) | 6.03(+0.3)
ホンダ　シュンペイ

4  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 4  5.81 (+0.6) 546 5.50(+0.2) | 5.81(+0.6) | 5.77(+0.2)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  7.14 ( 0.0) 847 ×( - ) | 7.14( 0.0) | ×( - )

× : 無効試技
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《 決勝 》

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 浦野 義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 走幅跳 15/7/04 10:30 ( 2組 ) 



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

ホンダ　シュンペイ

1  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1  9.67 466 9.23 | 9.59 | 9.67
オザワ　リョウ

2  9004 小澤　亮 日体大 2  9.43 451 8.95 | 9.43 | 9.23
オカダ　ヒデキ

3  9001 岡田　英希 国武大 3  8.89 419 8.89 | 8.82 | 8.65
アンドウ　ナオヤ

4  9003 安藤　直哉 松本大 4  7.57 341 6.49 | 7.57 | 6.95

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  12.40 631 11.16 | 11.86 | 12.40
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《 決勝 》

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 上原 羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#)
15/7/04 11:30 ( 2組 ) 



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  1.60| 1.65| 1.70| 1.75| 1.80

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 1  1.75 585 -    |o    |o    |o    |xxx  
ホンダ　シュンペイ

2  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 2  1.70 544 -    |o    |xxo  |xxx  
アンドウ　ナオヤ

3  9003 安藤　直哉 松本大 3  1.65 504 o    |o    |xxx  
オザワ　リョウ

3  9004 小澤　亮 日体大 4  1.65 504 o    |o    |xxx  

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| 1.94| 1.97| 2.00| 2.03

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  2.00 803 -    |-    |-    |-    |o    |-    |xo   |o    |o    |xxo  |xxx  

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 浦野 義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 走高跳
15/7/04 13:30 ( 2組 ) 

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
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《 決勝 》



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

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 3  52.60 699
オザワ　リョウ

2  9004 小澤　亮 日体大 4  53.12 676
ホンダ　シュンペイ

3  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 2  53.34 667
アンドウ　ナオヤ

4  9003 安藤　直哉 松本大 5  54.20 631

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 2  50.95 771

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005]
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 400m 15/7/04 16:40 ( 2組 ) 

青柳 智之
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《 決勝 》



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

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 4  15.48 792
オザワ　リョウ

2  9004 小澤　亮 日体大 5  17.41 582
アンドウ　ナオヤ

3  9003 安藤　直哉 松本大 2  18.02 522
ホンダ　シュンペイ

4  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 3  18.87 444

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  15.51 789

風速 (-0.9 m/s)
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《 決勝 》

風速 (-0.2 m/s)

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005]
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 110mH 15/7/05 09:10 ( 2組 ) 

青柳 智之



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

ホンダ　シュンペイ

1  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1  27.64 418 25.49 | 27.64 | 27.24
オカダ　ヒデキ

2  9001 岡田　英希 国武大 2  26.87 403 22.88 | 22.53 | 26.87
コザワ　リョウ

3  9004 小澤　亮 日体大 4  24.50 357 23.52 | 24.50 | ×
アンドウ　ナオヤ

4  9003 安藤　直哉 松本大 3  15.69 192 × | × | 15.69

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  33.61 536 33.61 | 32.32 | 31.96

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 上原 羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 円盤投2.0k
15/7/05 09:45 ( 2組 ) 

× : 無効試技
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《 決勝 》



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  3.20| 3.40| 3.50

オカダ　ヒデキ

1  9001 岡田　英希 国武大 4  3.40 457 xo   |o    |xxx  

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  2.40| 2.60| 2.80| 3.00| 3.20| 3.40

コザワ　リョウ

1  9004 小澤　亮 日体大 1  3.20 406 -    |-    |-    |xo   |o    |xxx  
アンドウ　ナオヤ

2  9003 安藤　直哉 松本大 3  3.00 357 -    |-    |-    |xo   |xxx  
ホンダ　シュンペイ

3  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 6  2.60 264 o    |o    |xxx  

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  3.20| 3.40| 3.60| 3.80| 4.00| 4.10| 4.20| 4.30| 4.40

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  4.30 702 -    |-    |-    |xo   |xxo  |xxo  |xxo  |xxo  |xxx  

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
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《 決勝 》

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 浦野 義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 棒高跳 15/7/05 11:30 ( 3組 ) 



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

ホンダ　シュンペイ

1  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1  43.61 495 43.61 | 41.15 | 41.21
オカダ　ヒデキ

2  9001 岡田　英希 国武大 2  42.08 472 40.43 | 42.08 | ×
コザワ　リョウ

3  9004 小澤　亮 日体大 3  38.66 423 38.66 | × | ×
アンドウ　ナオヤ

4  9003 安藤　直哉 松本大 4  37.41 405 37.41 | 32.44 | 30.28

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 1  51.26 607 45.43 | 42.39 | 51.26
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第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 上原 羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

15/7/05 14:50 ( 2組 ) 

《 決勝 》

× : 無効試技

長野県 男子 十種競技 やり投800g



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

コザワ　リョウ

1  9004 小澤　亮 日体大 2  4:37.55 696
ホンダ　シュンペイ

2  9000 本多　俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 3  4:38.26 691
オカダ　ヒデキ

3  9001 岡田　英希 国武大 1  5:09.73 505
アンドウ　ナオヤ

4  9003 安藤　直哉 松本大 4  5:43.83 334

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ムラナカ　トモヒコ

1  9002 村中　智彦 順天堂大 0  5:01.31 552

リザルトリスト

第68回長野県陸上競技選手権大会（混成競技） [15200005] 青柳 智之
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 男子 十種競技 1500m 15/7/05 16:40 ( 2組 ) 
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《 決勝 》
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