
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
ウシロ　ケイスケ  11.58 (-2.8)  7.03 (+0.4)  13.87  2.03  50.43  15.66 ( 0.0)  43.47  4.90  65.46  4:37.16
右代　啓祐 736 [736] 821 [1557] 720 [2277] 831 [3108] 795 [3903] 772 [4675] 735 [5410] 880 [6290] 820 [7110] 698 [7808]
ナカムラ　アキヒコ  11.12 (-4.3) w 7.42 (+3.7)  11.64  2.00  47.32  14.24 (+0.7)  34.51  4.80  42.50  4:18.96
中村　明彦 834 [834] 915 [1749] 585 [2334] 803 [3137] 942 [4079] 944 [5023] 554 [5577] 849 [6426] 478 [6904] 819 [7723]
オトベ　タクミ  10.92 (-4.3)  7.07 (+1.9)  12.20  1.94  49.14  15.05 (+0.7)  34.17  4.60  49.67  4:39.05
音部　拓仁 878 [878] 830 [1708] 619 [2327] 749 [3076] 855 [3931] 843 [4774] 547 [5321] 790 [6111] 584 [6695] 686 [7381]
ヒガシナカ　ヨウタロウ  11.40 (-2.8) w 6.83 (+2.1)  12.05  1.94  49.59  14.73 (+0.7)  35.12  4.80  50.77  4:32.30
東中　陽太郎 774 [774] 774 [1548] 609 [2157] 749 [2906] 834 [3740] 882 [4622] 566 [5188] 849 [6037] 600 [6637] 730 [7367]
ソメヤ　コウキ  11.18 (+0.1)  6.77 (+0.6)  11.32  1.88  49.26  14.96 (+1.4)  35.68  4.70  57.39  4:37.97
染谷　幸喜 821 [821] 760 [1581] 565 [2146] 696 [2842] 849 [3691] 854 [4545] 577 [5122] 819 [5941] 699 [6640] 693 [7333]
カワサキ　カズヤ  11.25 (-4.3)  7.02 (+0.4)  10.70  2.03  49.49  15.92 ( 0.0)  33.85  4.40  55.34  4:37.98
川﨑　和也 806 [806] 818 [1624] 528 [2152] 831 [2983] 838 [3821] 742 [4563] 541 [5104] 731 [5835] 668 [6503] 693 [7196]
タニ　コウジロウ  11.10 (+0.1)  6.68 (+1.0)  11.78  1.97  48.65  14.54 (+0.7)  36.02  4.00  50.20  4:44.32
谷　浩二朗 838 [838] 739 [1577] 593 [2170] 776 [2946] 878 [3824] 906 [4730] 584 [5314] 617 [5931] 592 [6523] 653 [7176]
シミズ　ツヨシ  11.36 (-2.8) w 7.23 (+3.2)  10.93  1.91  49.18  15.64 ( 0.0)  33.09  4.20  43.13  4:16.52
清水　剛士 782 [782] 869 [1651] 542 [2193] 723 [2916] 853 [3769] 774 [4543] 526 [5069] 673 [5742] 488 [6230] 835 [7065]
シノハラ　タカヨシ  11.45 (-4.3)  7.16 (+1.8)  11.13  1.88  49.45  14.75 (+1.4)  30.37  4.00  50.19  4:30.94
篠原　貴好 763 [763] 852 [1615] 554 [2169] 696 [2865] 840 [3705] 880 [4585] 472 [5057] 617 [5674] 591 [6265] 738 [7003]
ムラタ　リュウ  11.30 (-2.8)  6.61 (+1.1)  12.78  1.88  50.67  15.11 (+1.4)  35.30  4.50  50.21  4:58.20
村田　龍 795 [795] 723 [1518] 654 [2172] 696 [2868] 784 [3652] 836 [4488] 570 [5058] 760 [5818] 592 [6410] 570 [6980]
アイザワ　ショウ  11.24 (-2.8) w 6.69 (+2.4)  10.84  1.91  49.41  15.59 ( 0.0)  34.55  4.50  46.92  4:47.64
相澤　翔 808 [808] 741 [1549] 536 [2085] 723 [2808] 842 [3650] 780 [4430] 555 [4985] 760 [5745] 543 [6288] 633 [6921]
カネコ　マコト  11.19 (+0.1)  7.07 (+1.5)  10.45  1.88  49.34  15.52 (+1.4)  29.75  3.80  53.14  4:27.47
金子　信 819 [819] 830 [1649] 513 [2162] 696 [2858] 845 [3703] 788 [4491] 460 [4951] 562 [5513] 635 [6148] 761 [6909]
ミヤザワ　リク  11.17 (+0.1)  6.70 (+0.6)  12.15  1.80  50.13  15.58 (+1.4)  34.29  4.40  56.34  5:03.24
宮澤　陸 823 [823] 743 [1566] 616 [2182] 627 [2809] 809 [3618] 781 [4399] 549 [4948] 731 [5679] 683 [6362] 541 [6903]
ニマイダ　イッペイ  11.21 (+0.1)  6.85 (+1.3)  10.53  1.91  50.25  14.73 (+1.4)  33.39  4.20  43.61  4:40.78
二枚田　一平 814 [814] 778 [1592] 518 [2110] 723 [2833] 803 [3636] 882 [4518] 532 [5050] 673 [5723] 495 [6218] 675 [6893]
ノトヤ　ユウタ  11.18 (-4.3)  7.10 (+1.6)  10.84  1.75  48.00  14.21 (+0.7)  34.49  4.60  38.19  5:14.68
能登谷　雄太 821 [821] 838 [1659] 536 [2195] 585 [2780] 909 [3689] 948 [4637] 553 [5190] 790 [5980] 416 [6396] 478 [6874]
ミムラ　ミズキ  11.03 (+0.1)  6.87 (+1.8)  10.48  1.75  49.13  16.78 ( 0.0)  27.65  4.30  53.14  4:29.83
三村　瑞樹 854 [854] 783 [1637] 515 [2152] 585 [2737] 855 [3592] 647 [4239] 418 [4657] 702 [5359] 635 [5994] 746 [6740]
ヒラマツ　タダヒロ  11.48 (-4.3)  6.84 (+2.0)  11.49  1.80  51.35  16.35 ( 0.0)  32.15  4.40  47.58  5:06.16
平松　忠浩 757 [757] 776 [1533] 575 [2108] 627 [2735] 753 [3488] 694 [4182] 507 [4689] 731 [5420] 553 [5973] 525 [6498]
ツジイ　リョウタ  11.62 (-2.8) w 7.23 (+2.9)  12.69  1.85  53.59  15.22 (+0.7)  36.13 NM  62.68  5:21.71
辻井　亮太 728 [728] 869 [1597] 648 [2245] 670 [2915] 657 [3572] 823 [4395] 586 [4981] 0 [4981] 778 [5759] 441 [6200]

リザルト

種目 男子 十種競技 決勝 期日・時刻 13/6/01～13/6/02 審判長 小林　至
競技会名 第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [13500321] 競技場名 長野市営陸上競技場 [201010] 記録主任 竹内秀樹

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 [20] 記録担当審判員 渡辺誠一

1  11 スズキ浜松AC 3903 3 3905 [1]  7808 1

2  12 スズキ浜松AC 4079 1 3644 [2]  7723 2

7  17 富士通 3931 2 3450 [5]  7381 3

4  14 中京大クラブ 3740 7 3627 [4]  7367 4

5  15 TeamAccel 3691 10 3642 [3]  7333 5

9  19 順天堂大 3821 5 3375 [6]  7196 6

11  21 筑波大 3824 4 3352 [7]  7176 7

12  22 近大高専 3769 6 3296 [10]  7065 8

15  25 関西学院大 3705 8 3298 [9]  7003 9

6  16 チームミズノアスレティック 3652 12 3328 [8]  6980 10

14  24 筑波大 3650 13 3271 [12]  6921 11

17  27 ニューモード 3703 9 3206 [14]  6909 12

 6893

16  26 中京大クラブ 3618 15 3285 [11]

15

 6903 13

10  20 石川陸協 3636 14 3257 [13] 14

8  18 ニューモード 3689 11 3185 [15]  6874

3010 [17]

18  28 東京学芸大 3592 16 3148 [16]  6740 16

アラキスポーツ 3572 17 2628 [18]  6200

13  23 アルプロン製薬 3488 18

18

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

オトベ　タクミ

1  17 音部　拓仁 富士通 5  10.92 878
ナカムラ　アキヒコ

2  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 7  11.12 834
ノトヤ　ユウタ

3  18 能登谷　雄太 ニューモード 3  11.18 821
カワサキ　カズヤ

4  19 川﨑　和也 順天堂大 6  11.25 806
シノハラ　タカヨシ

5  25 篠原　貴好 関西学院大 8  11.45 763
ヒラマツ　タダヒロ

6  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 4  11.48 757

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

アイザワ　ショウ

1  24 相澤　翔 筑波大 3  11.24 808
ムラタ　リュウ

2  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 4  11.30 795
シミズ　ツヨシ

3  22 清水　剛士 近大高専 6  11.36 782
ヒガシナカ　ヨウタロウ

4  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 8  11.40 774
ウシロ　ケイスケ

5  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 7  11.58 736
ツジイ　リョウタ

6  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 5  11.62 728

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ミムラ　ミズキ

1  28 三村　瑞樹 東京学芸大 7  11.03 854
タニ　コウジロウ

2  21 谷　浩二朗 筑波大 5  11.10 838
ミヤザワ　リク

3  26 宮澤　陸 中京大クラブ 8  11.17 823
ソメヤ　コウキ

4  15 染谷　幸喜 TeamAccel 3  11.18 821
カネコ　マコト

5  27 金子　信 ニューモード 6  11.19 819
ニマイダ　イッペイ

6  20 二枚田　一平 石川陸協 4  11.21 814

男子 十種競技 100m 13/6/01 10:00 ( 3組 ) 

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会 藤森茂幸
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

《 決勝 》

風速 (-4.3 m/s)

風速 (-2.8 m/s)
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順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考
ナカムラ　アキヒコ

1  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 9 w 7.42 (+3.7) 915 公認:7.27(1.0) 7.42(+3.7) | 7.27(+1.0) | 7.39(+3.8)
ツジイ　リョウタ

2  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 5 w 7.23 (+2.9) 869 公認:6.82(1.0) 6.82(+1.0) | 7.12(+3.2) | 7.23(+2.9)
シミズ　ツヨシ

3  22 清水　剛士 近大高専 12 w 7.23 (+3.2) 869 ×( - ) | 7.23(+3.2) | ×( - )
シノハラ　タカヨシ

4  25 篠原　貴好 関西学院大 4  7.16 (+1.8) 852 6.93(+1.1) | 7.03(+1.3) | 7.16(+1.8)
ノトヤ　ユウタ

5  18 能登谷　雄太 ニューモード 13  7.10 (+1.6) 838 6.54(+1.9) | 6.98(+2.2) | 7.10(+1.6)
カネコ　マコト

6  27 金子　信 ニューモード 17  7.07 (+1.5) 830 7.07(+1.5) | 7.01(+1.5) | 6.89(+2.3)
オトベ　タクミ

7  17 音部　拓仁 富士通 7  7.07 (+1.9) 830 5.37(+1.8) | ×( - ) | 7.07(+1.9)
ウシロ　ケイスケ

8  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 8  7.03 (+0.4) 821 6.65(+2.2) | 7.03(+0.4) | 6.72(+2.4)
カワサキ　カズヤ

9  19 川﨑　和也 順天堂大 10  7.02 (+0.4) 818 ×( - ) | 6.88(+1.6) | 7.02(+0.4)
ミムラ　ミズキ

10  28 三村　瑞樹 東京学芸大 18  6.87 (+1.8) 783 6.87(+1.8) | 6.50(+0.9) | 6.61(+2.9)
ニマイダ　イッペイ

11  20 二枚田　一平 石川陸協 1  6.85 (+1.3) 778 6.70(-0.7) | 6.85(+1.3) | ×( - )
ヒラマツ　タダヒロ

12  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 6  6.84 (+2.0) 776 6.67(+0.5) | ×( - ) | 6.84(+2.0)
ヒガシナカ　ヨウタロウ

13  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 14 w 6.83 (+2.1) 774 公認:6.49(1.7) ×( - ) | 6.49(+1.7) | 6.83(+2.1)
ソメヤ　コウキ

14  15 染谷　幸喜 TeamAccel 15  6.77 (+0.6) 760 6.71(+0.4) | 6.77(+0.6) | 6.76(+0.5)
ミヤザワ　リク

15  26 宮澤　陸 中京大クラブ 3  6.70 (+0.6) 743 6.54(+1.4) | 6.66(+0.3) | 6.70(+0.6)
アイザワ　ショウ

16  24 相澤　翔 筑波大 2 w 6.69 (+2.4) 741 公認:6.68(0.1) 6.51(-0.1) | 6.69(+2.4) | 6.68(+0.1)
タニ　コウジロウ

17  21 谷　浩二朗 筑波大 11  6.68 (+1.0) 739 6.68(+1.0) | 6.64(+2.0) | 6.58(+3.2)
ムラタ　リュウ

18  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 16  6.61 (+1.1) 723 6.52(+1.2) | 6.42(+1.1) | 6.61(+1.1)

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会
長野市営陸上競技場 [201010]

男子 十種競技 走幅跳 13/6/01 11:20  

《 決勝 》

w (wind assist) : 追風参考
× : 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
ウシロ　ケイスケ

1  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 5  13.87 720 13.08 | × | 13.87
ムラタ　リュウ

2  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 8  12.78 654 11.97 | 12.27 | 12.78
ツジイ　リョウタ

3  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 6  12.69 648 × | 12.18 | 12.69
オトベ　タクミ

4  17 音部　拓仁 富士通 9  12.20 619 12.20 | × | 10.90
ミヤザワ　リク

5  26 宮澤　陸 中京大クラブ 1  12.15 616 12.15 | 11.62 | 12.00
ヒガシナカ　ヨウタロウ

6  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 16  12.05 609 11.73 | 12.05 | ×
タニ　コウジロウ

7  21 谷　浩二朗 筑波大 10  11.78 593 11.78 | × | 11.41
ナカムラ　アキヒコ

8  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 7  11.64 585 10.84 | 10.99 | 11.64
ヒラマツ　タダヒロ

9  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 15  11.49 575 10.99 | 10.54 | 11.49
ソメヤ　コウキ

10  15 染谷　幸喜 TeamAccel 4  11.32 565 11.32 | 10.86 | ×
シノハラ　タカヨシ

11  25 篠原　貴好 関西学院大 14  11.13 554 11.13 | 10.43 | 10.84
シミズ　ツヨシ

12  22 清水　剛士 近大高専 12  10.93 542 10.93 | 9.88 | ×
ノトヤ　ユウタ

13  18 能登谷　雄太 ニューモード 3  10.84 536 10.32 | 10.66 | 10.84
アイザワ　ショウ

14  24 相澤　翔 筑波大 18  10.84 536 10.84 | 10.58 | 10.62
カワサキ　カズヤ

15  19 川﨑　和也 順天堂大 17  10.70 528 9.90 | 10.23 | 10.70
ニマイダ　イッペイ

16  20 二枚田　一平 石川陸協 11  10.53 518 10.47 | × | 10.53
ミムラ　ミズキ

17  28 三村　瑞樹 東京学芸大 2  10.48 515 10.48 | × | 10.46
カネコ　マコト

18  27 金子　信 ニューモード 13  10.45 513 10.13 | 10.21 | 10.45

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会 上原羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

男子 十種競技 砲丸投7.26k(16#) 13/6/01 13:15  

《 決勝 》

× : 無効試技
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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  1.65| 1.70| 1.75| 1.80| 1.85| 1.88| 1.91| 1.94| 1.97| 2.00| 2.03| 2.06

ウシロ　ケイスケ

1  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 8  2.03 831 -    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |o    |xo   |o    |xxo  |xxx  

カワサキ　カズヤ

2  19 川﨑　和也 順天堂大 7  2.03 831 -    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |xo   |xo   |xo   |xxo  |xxx  

ナカムラ　アキヒコ

3  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 9  2.00 803 -    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |o    |o    |xxo  |xxx  
タニ　コウジロウ

4  21 谷　浩二朗 筑波大 6  1.97 776 -    |-    |-    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxo  |xxx  
オトベ　タクミ

5  17 音部　拓仁 富士通 1  1.94 749 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xxo  |o    |xxx  
ヒガシナカ　ヨウタロウ

6  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 3  1.94 749 -    |-    |o    |o    |xo   |xo   |xo   |xxo  |-    |xxx  
ニマイダ　イッペイ

7  20 二枚田　一平 石川陸協 5  1.91 723 -    |-    |-    |-    |xo   |o    |xxo  |xxx  
シノハラ　タカヨシ

8  25 篠原　貴好 関西学院大 2  1.88 696 -    |-    |-    |o    |o    |xo   |xxx  
ムラタ　リュウ

8  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 4  1.88 696 -    |-    |-    |o    |o    |xo   |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

アイザワ　ショウ

1  24 相澤　翔 筑波大 8  1.91 723 -    |-    |o    |o    |o    |xo   |xo   |xxx  
シミズ　ツヨシ

2  22 清水　剛士 近大高専 7  1.91 723 -    |-    |-    |o    |xo   |xxo  |xxo  |xxx  
ソメヤ　コウキ

3  15 染谷　幸喜 TeamAccel 5  1.88 696 -    |-    |-    |o    |o    |o    |xxx  
カネコ　マコト

4  27 金子　信 ニューモード 4  1.88 696 -    |-    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
ツジイ　リョウタ

5  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 6  1.85 670 -    |-    |o    |xxo  |xo   |xxx  
ヒラマツ　タダヒロ

6  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 9  1.80 627 -    |-    |o    |o    |xxx  
ミヤザワ　リク

7  26 宮澤　陸 中京大クラブ 3  1.80 627 -    |o    |xo   |o    |xxx  
ミムラ　ミズキ

8  28 三村　瑞樹 東京学芸大 1  1.75 585 xo   |o    |o    |xxx  
ノトヤ　ユウタ

9  18 能登谷　雄太 ニューモード 2  1.75 585 o    |xxo  |o    |xxx  

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） 浦野義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

男子 十種競技 走高跳 13/6/01 15:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
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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

アイザワ　ショウ

1  24 相澤　翔 筑波大 8  49.41 842
ミヤザワ　リク

2  26 宮澤　陸 中京大クラブ 7  50.13 809
ニマイダ　イッペイ

3  20 二枚田　一平 石川陸協 4  50.25 803
ウシロ　ケイスケ

4  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 6  50.43 795
ムラタ　リュウ

5  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 3  50.67 784
ツジイ　リョウタ

6  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 5  53.59 657

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ミムラ　ミズキ

1  28 三村　瑞樹 東京学芸大 8  49.13 855
シミズ　ツヨシ

2  22 清水　剛士 近大高専 4  49.18 853
ソメヤ　コウキ

3  15 染谷　幸喜 TeamAccel 6  49.26 849
シノハラ　タカヨシ

4  25 篠原　貴好 関西学院大 3  49.45 840
カワサキ　カズヤ

5  19 川﨑　和也 順天堂大 7  49.49 838
ヒラマツ　タダヒロ

6  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 5  51.35 753

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ナカムラ　アキヒコ

1  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 6  47.32 942
ノトヤ　ユウタ

2  18 能登谷　雄太 ニューモード 7  48.00 909
タニ　コウジロウ

3  21 谷　浩二朗 筑波大 3  48.65 878
オトベ　タクミ

4  17 音部　拓仁 富士通 5  49.14 855
カネコ　マコト

5  27 金子　信 ニューモード 8  49.34 845
ヒガシナカ　ヨウタロウ

6  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 4  49.59 834

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） 藤森茂幸
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

男子 十種競技 400m 13/6/01 17:40 ( 3組 ) 

《 決勝 》
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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

ノトヤ　ユウタ

1  18 能登谷　雄太 ニューモード 4  14.21 948
ナカムラ　アキヒコ

2  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 6  14.24 944
タニ　コウジロウ

3  21 谷　浩二朗 筑波大 3  14.54 906
ヒガシナカ　ヨウタロウ

4  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 5  14.73 882
オトベ　タクミ

5  17 音部　拓仁 富士通 8  15.05 843
ツジイ　リョウタ

6  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 7  15.22 823

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ニマイダ　イッペイ

1  20 二枚田　一平 石川陸協 4  14.73 882
シノハラ　タカヨシ

2  25 篠原　貴好 関西学院大 8  14.75 880
ソメヤ　コウキ

3  15 染谷　幸喜 TeamAccel 3  14.96 854
ムラタ　リュウ

4  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 5  15.11 836
カネコ　マコト

5  27 金子　信 ニューモード 6  15.52 788
ミヤザワ　リク

6  26 宮澤　陸 中京大クラブ 7  15.58 781

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

アイザワ　ショウ

1  24 相澤　翔 筑波大 8  15.59 780
シミズ　ツヨシ

2  22 清水　剛士 近大高専 7  15.64 774
ウシロ　ケイスケ

3  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 5  15.66 772
カワサキ　カズヤ

4  19 川﨑　和也 順天堂大 4  15.92 742
ヒラマツ　タダヒロ

5  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 6  16.35 694
ミムラ　ミズキ

6  28 三村　瑞樹 東京学芸大 3  16.78 647
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風速 ( 0.0 m/s)

風速 (+1.4 m/s)

男子 十種競技 110mH 13/6/02 09:30 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+0.7 m/s)

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） 藤森茂幸
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹



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
ウシロ　ケイスケ

1  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 6  43.47 735 37.45 | 43.47 | ×
ツジイ　リョウタ

2  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 10  36.13 586 36.13 | × | ×
タニ　コウジロウ

3  21 谷　浩二朗 筑波大 13  36.02 584 36.02 | × | ×
ソメヤ　コウキ

4  15 染谷　幸喜 TeamAccel 5  35.68 577 35.49 | 35.68 | 33.52
ムラタ　リュウ

5  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 7  35.30 570 33.71 | × | 35.30
ヒガシナカ　ヨウタロウ

6  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 9  35.12 566 31.62 | 30.77 | 35.12
アイザワ　ショウ

7  24 相澤　翔 筑波大 16  34.55 555 × | 34.55 | ×
ナカムラ　アキヒコ

8  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 11  34.51 554 27.34 | 29.42 | 34.51
ノトヤ　ユウタ

9  18 能登谷　雄太 ニューモード 12  34.49 553 32.46 | 34.49 | ×
ミヤザワ　リク

10  26 宮澤　陸 中京大クラブ 17  34.29 549 × | 34.29 | ×
オトベ　タクミ

11  17 音部　拓仁 富士通 8  34.17 547 33.81 | 32.31 | 34.17
カワサキ　カズヤ

12  19 川﨑　和也 順天堂大 4  33.85 541 25.62 | 33.85 | 27.57
ニマイダ　イッペイ

13  20 二枚田　一平 石川陸協 3  33.39 532 32.06 | 33.39 | 32.21
シミズ　ツヨシ

14  22 清水　剛士 近大高専 15  33.09 526 32.01 | × | 33.09
ヒラマツ　タダヒロ

15  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 14  32.15 507 26.32 | 31.58 | 32.15
シノハラ　タカヨシ

16  25 篠原　貴好 関西学院大 2  30.37 472 × | 22.91 | 30.37
カネコ　マコト

17  27 金子　信 ニューモード 1  29.75 460 26.97 | × | 29.75
ミムラ　ミズキ

18  28 三村　瑞樹 東京学芸大 18  27.65 418 × | 24.99 | 27.65

× : 無効試技
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男子 十種競技 円盤投2.0k 13/6/02 10:45  

《 決勝 》

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） 上原羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹



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| 3.60| 3.80| 4.00| 4.10| 4.20| 4.30| 4.40| 4.50| 4.60| 4.70| 4.80| 4.90| 5.00

ウシロ　ケイスケ

1  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 8  4.90 880 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |o    |o    |xxx  

ヒガシナカ　ヨウタロウ

2  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 5  4.80 849 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |xo   |o    |xxo  |xo   |xxx  

ナカムラ　アキヒコ

3  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 4  4.80 849 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |o    |o    |xo   |xxo  |xxx  

ソメヤ　コウキ

4  15 染谷　幸喜 TeamAccel 7  4.70 819 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |xo   |xxx  

オトベ　タクミ

5  17 音部　拓仁 富士通 3  4.60 790 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |xo   |o    |xxx  

ノトヤ　ユウタ

5  18 能登谷　雄太 ニューモード 6  4.60 790 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |xo   |o    |o    |xxx  

アイザワ　ショウ

7  24 相澤　翔 筑波大 2  4.50 760 -    |-    |-    |-    |xo   |-    |xo   |o    |o    |xxo  |xxx  
ミヤザワ　リク

8  26 宮澤　陸 中京大クラブ 1  4.40 731 -    |-    |-    |-    |xo   |xo   |o    |xxo  |o    |xxx  
ツジイ　リョウタ

-  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 9 NM 0 -    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |xxx  

2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| 4.50| 4.60

ムラタ　リュウ

1  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 8  4.50 760 -    |-    |-    |-    |xo   |-    |xxo  |xo   |xxo  |xxo  |xxx  
カワサキ　カズヤ

2  19 川﨑　和也 順天堂大 3  4.40 731 -    |-    |-    |-    |o    |-    |o    |xo   |o    |xxx  
ヒラマツ　タダヒロ

3  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 9  4.40 731 -    |-    |-    |-    |-    |-    |o    |-    |xo   |xx/  
ミムラ　ミズキ

4  28 三村　瑞樹 東京学芸大 6  4.30 702 -    |-    |-    |xo   |o    |o    |xxo  |xxo  |xxx  
ニマイダ　イッペイ

5  20 二枚田　一平 石川陸協 4  4.20 673 -    |-    |-    |o    |o    |xo   |o    |xxx  
シミズ　ツヨシ

6  22 清水　剛士 近大高専 5  4.20 673 -    |-    |-    |-    |xo   |o    |xxo  |xxx  
タニ　コウジロウ

7  21 谷　浩二朗 筑波大 2  4.00 617 -    |-    |-    |o    |o    |xxx  
シノハラ　タカヨシ

7  25 篠原　貴好 関西学院大 7  4.00 617 -    |-    |-    |-    |o    |-    |xxx  
カネコ　マコト

9  27 金子　信 ニューモード 1  3.80 562 -    |-    |xo   |o    |xxx  
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NM (No Marks) : 記録無し
× : 無効試技
－ : パス
○ : 有効
／ : 試技放棄

男子 十種競技 棒高跳 13/6/02 12:45 ( 2組 ) 

《 決勝 》

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [13500321] 浦野義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹



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

ツジイ　リョウタ

1  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 3  62.68 778 62.68 | 58.98 | ×
ミヤザワ　リク

2  26 宮澤　陸 中京大クラブ 4  56.34 683 51.78 | 56.34 | 49.22
カネコ　マコト

3  27 金子　信 ニューモード 2  53.14 635 50.10 | 53.14 | 49.62
タニ　コウジロウ

4  21 谷　浩二朗 筑波大 1  50.20 592 × | 50.20 | ×
シノハラ　タカヨシ

5  25 篠原　貴好 関西学院大 6  50.19 591 49.79 | 49.57 | 50.19
オトベ　タクミ

6  17 音部　拓仁 富士通 5  49.67 584 46.69 | 46.25 | 49.67
アイザワ　ショウ

7  24 相澤　翔 筑波大 9  46.92 543 45.82 | 46.92 | ×
ニマイダ　イッペイ

8  20 二枚田　一平 石川陸協 8  43.61 495 38.91 | 43.61 | 41.61
シミズ　ツヨシ

9  22 清水　剛士 近大高専 10  43.13 488 42.52 | 41.41 | 43.13
ノトヤ　ユウタ

10  18 能登谷　雄太 ニューモード 7  38.19 416 × | × | 38.19

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ウシロ　ケイスケ

1  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 4  65.46 820 65.44 | × | 65.46
ソメヤ　コウキ

2  15 染谷　幸喜 TeamAccel 2  57.39 699 55.31 | 57.39 | 51.61
カワサキ　カズヤ

3  19 川﨑　和也 順天堂大 1  55.34 668 × | 55.34 | 46.84
ミムラ　ミズキ

4  28 三村　瑞樹 東京学芸大 8  53.14 635 53.14 | 51.18 | 51.41
ヒガシナカ　ヨウタロウ

5  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 3  50.77 600 45.38 | 50.77 | 50.01
ムラタ　リュウ

6  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 5  50.21 592 46.07 | 50.21 | 47.11
ヒラマツ　タダヒロ

7  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 7  47.58 553 47.25 | 47.58 | －
ナカムラ　アキヒコ

8  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 6  42.50 478 42.50 | × | －

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [13500321] 上原羊二
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

男子 十種競技 やり投800g 13/6/02 15:15 ( 2組 ) 

《 決勝 》

× : 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
シミズ　ツヨシ

1  22 清水　剛士 近大高専 4  4:16.52 835
ナカムラ　アキヒコ

2  12 中村　明彦 スズキ浜松AC 10  4:18.96 819
カネコ　マコト

3  27 金子　信 ニューモード 11  4:27.47 761
ミムラ　ミズキ

4  28 三村　瑞樹 東京学芸大 7  4:29.83 746
シノハラ　タカヨシ

5  25 篠原　貴好 関西学院大 9  4:30.94 738
ヒガシナカ　ヨウタロウ

6  14 東中　陽太郎 中京大クラブ 1  4:32.30 730
ウシロ　ケイスケ

7  11 右代　啓祐 スズキ浜松AC 16  4:37.16 698
ソメヤ　コウキ

8  15 染谷　幸喜 TeamAccel 5  4:37.97 693
カワサキ　カズヤ

9  19 川﨑　和也 順天堂大 12  4:37.98 693
オトベ　タクミ

10  17 音部　拓仁 富士通 18  4:39.05 686
ニマイダ　イッペイ

11  20 二枚田　一平 石川陸協 8  4:40.78 675
タニ　コウジロウ

12  21 谷　浩二朗 筑波大 15  4:44.32 653
アイザワ　ショウ

13  24 相澤　翔 筑波大 17  4:47.64 633
ムラタ　リュウ

14  16 村田　龍 チームミズノアスレティック 6  4:58.20 570
ミヤザワ　リク

15  26 宮澤　陸 中京大クラブ 14  5:03.24 541
ヒラマツ　タダヒロ

16  23 平松　忠浩 アルプロン製薬 2  5:06.16 525
ノトヤ　ユウタ

17  18 能登谷　雄太 ニューモード 3  5:14.68 478
ツジイ　リョウタ

18  13 辻井　亮太 アラキスポーツ 13  5:21.71 441

リザルトリスト

第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [13500321] 藤森茂幸
長野市営陸上競技場 [201010] 竹内秀樹

男子 十種競技 1500m 13/6/02 17:45  

《 決勝 》
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1 : コード 13500321

2 :

3 : コード 201010
4 :
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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

6 1 9 30 曇 23 41 南西 2.5
6 1 10 0 曇 23.5 41 南南東 2.8
6 1 11 0 曇 24 38 南南西 2.8
6 1 12 0 曇 24.5 39 南西 1.9
6 1 13 0 曇 25 38 南南西 2.4
6 1 14 0 曇 25.5 37 東北東 1.8
6 1 15 0 曇 25.5 41 南南西 0.7
6 1 16 0 曇 26 41 北北東 1.8
6 1 17 0 曇 25.5 45 北北西 1.6
6 1 18 0 曇 25 47 北北東 1.5
6 2 9 0 曇 20 64 南東 0.8
6 2 10 0 晴 22 58 南南西 1.7
6 2 11 0 曇 23 63 南東 1
6 2 12 0 曇 24 63 南 1.2
6 2 13 0 曇 24 43 北東 1.7
6 2 14 0 曇 25.5 41 南南東 1.4
6 2 15 0 曇 25.5 42 北北西 2.8
6 2 16 0 曇 25 44 北北東 3.8
6 2 17 0 晴 24.5 49 北北東 2
6 2 18 0 晴 23 52 北北東 2.3

開催日 2013年6月1日(土) ～ 6月2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 第97回日本陸上競技選手権大会（混成競技）

主催者
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

競技場 長野市営陸上競技場


