
 

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 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
ヨシムラ　アヤカ  15.69 (-0.1)  1.51  8.16  27.61 (+1.1)  4.98 (-0.8)  28.55  2:31.13
吉村　彩加 753 [753] 632 [1385] 410 [1795] 662 [2457] 554 [3011] 449 [3460] 679 [4139]
ナカザワ　クミ  15.54 (+0.6)  1.51  8.00  26.82 (+1.6)  5.01 (+0.1)  23.36  2:31.30
中澤　久美 772 [772] 632 [1404] 399 [1803] 727 [2530] 562 [3092] 352 [3444] 677 [4121]
オオタ　アユ  17.14 (+0.6)  1.48  8.51  27.34 (+1.6)  4.70 (+0.6)  30.36  2:43.35
太田　杏優 581 [581] 599 [1180] 432 [1612] 684 [2296] 479 [2775] 483 [3258] 535 [3793]
クリゾラ　アサミ  16.70 (+0.6)  1.30  7.41  29.18 (+1.6)  4.91 (+0.2)  35.18  2:31.54
栗空　亜沙美 631 [631] 409 [1040] 361 [1401] 541 [1942] 535 [2477] 575 [3052] 674 [3726]
アライ　サキ  15.60 (+0.6)  1.48  7.86  28.05 (+1.6)  4.84 (-0.1)  20.39  2:43.72
新井　咲 764 [764] 599 [1363] 390 [1753] 627 [2380] 516 [2896] 296 [3192] 531 [3723]
ムカイヤマ　ヒヨリ  16.78 (+0.6)  1.35  8.93  28.72 (+1.6)  4.75 (+0.8)  29.92  2:35.93
向山　ひより 622 [622] 460 [1082] 460 [1542] 575 [2117] 492 [2609] 475 [3084] 620 [3704]

6
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 3723 5

3  236 上伊那農高 2117 5 1587 [4]  3704

5  1916 松商学園高 2380 3 1343 [6]

4  1585 木曽青峰高 1942 6 1784 [1]  3726 4

2

6  925 市立長野高 2296 4 1497 [5]  3793 3

 4139 1

2  9000 松本大 2530 1 1591 [3]  4121

1  2190 長野高 2457 2 1682 [2]

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
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

種目 長野県 女子 七種競技 決勝 期日・時刻 15/7/04～15/7/05 審判長 小林 至



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

ナカザワ　クミ

1  9000 中澤　久美 松本大 2  15.54 772
アライ　サキ

2  1916 新井　咲 松商学園高 5  15.60 764
クリゾラ　アサミ

3  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 4  16.70 631
ムカイヤマ　ヒヨリ

4  236 向山　ひより 上伊那農高 3  16.78 622
オオタ　アユ

5  925 太田　杏優 市立長野高 6  17.14 581

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 2  15.69 753

風速 (-0.1 m/s)
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《 決勝 》

風速 (+0.6 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] 青柳 智之
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 女子 七種競技 100mH 15/7/04 10:45 ( 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  1.30| 1.35| 1.40| 1.45| 1.48| 1.51| 1.54

ナカザワ　クミ

1  9000 中澤　久美 松本大 4  1.51 632 -    |o    |o    |o    |o    |xo   |xxx  
アライ　サキ

2  1916 新井　咲 松商学園高 1  1.48 599 -    |o    |o    |o    |xxo  |xxx  
オオタ　アユ

3  925 太田　杏優 市立長野高 2  1.48 599 -    |-    |o    |xo   |xxo  |xxx  
ムカイヤマ　ヒヨリ

4  236 向山　ひより 上伊那農高 5  1.35 460 o    |o    |xxx  
クリゾラ　アサミ

5  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 3  1.30 409 xo   |xxx  

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考  1.35| 1.40| 1.45| 1.48| 1.51| 1.54

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 1  1.51 632 -    |o    |o    |o    |xo   |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 女子 七種競技 走高跳 15/7/04 11:20 ( 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

ムカイヤマ　ヒヨリ

1  236 向山　ひより 上伊那農高 1  8.93 460 8.63 | 8.93 | 8.62
オオタ　アユ

2  925 太田　杏優 市立長野高 4  8.51 432 8.02 | 7.67 | 8.51
ナカザワ　クミ

3  9000 中澤　久美 松本大 2  8.00 399 7.53 | 8.00 | 6.86
アライ　サキ

4  1916 新井　咲 松商学園高 3  7.86 390 7.86 | 7.47 | 7.48
クリゾラ　アサミ

5  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 5  7.41 361 7.41 | 6.72 | 7.26

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 1  8.16 410 7.54 | 7.91 | 8.16

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 女子 七種競技 砲丸投4k 15/7/04 14:40 ( 2組 ) 
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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

ナカザワ　クミ

1  9000 中澤　久美 松本大 5  26.82 727
オオタ　アユ

2  925 太田　杏優 市立長野高 6  27.34 684
アライ　サキ

3  1916 新井　咲 松商学園高 3  28.05 627
ムカイヤマ　ヒヨリ

4  236 向山　ひより 上伊那農高 4  28.72 575
クリゾラ　アサミ

5  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 2  29.18 541

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 2  27.61 662

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 女子 七種競技 200m 15/7/04 17:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

風速 (+1.6 m/s)

風速 (+1.1 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 風速 得点 備考

ナカザワ　クミ

1  9000 中澤　久美 松本大 2  5.01 (+0.1) 562 4.97(-0.3) | 5.01(+0.1) | 4.96(+0.2)
クリゾラ　アサミ

2  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 5  4.91 (+0.2) 535 4.91(+0.2) | ×( - ) | 4.88(+0.4)
アライ　サキ

3  1916 新井　咲 松商学園高 3  4.84 (-0.1) 516 4.76(-0.3) | 4.84(-0.1) | 4.84( 0.0)
ムカイヤマ　ヒヨリ

4  236 向山　ひより 上伊那農高 4  4.75 (+0.8) 492 4.75(+0.8) | 4.67(+0.4) | ×( - )
オオタ　アユ

5  925 太田　杏優 市立長野高 1  4.70 (+0.6) 479 4.37(-0.2) | 4.59(-0.5) | 4.70(+0.6)

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 風速 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 1  4.98 (-0.8) 554 4.98(-0.8) | ×( - ) | 4.94(+0.7)

× : 無効試技
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《 決勝 》

リザルトリスト

第99回日本陸上競技選手権大会（混成競技） [15500321] 浦野 義忠
長野市営陸上競技場 [201010] 瀧沢 佳生

長野県 女子 七種競技 走幅跳 15/7/05 09:30 ( 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

クリゾラ　アサミ

1  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 5  35.18 575 32.96 | 33.21 | 35.18
オオタ　アユ

2  925 太田　杏優 市立長野高 4  30.36 483 27.71 | × | 30.36
ムカイヤマ　ヒヨリ

3  236 向山　ひより 上伊那農高 2  29.92 475 29.92 | 28.67 | 29.45
ナカザワ　クミ

4  9000 中澤　久美 松本大 3  23.36 352 23.36 | 22.48 | ×
アライ　サキ

5  1916 新井　咲 松商学園高 1  20.39 296 16.99 | 20.39 | 18.50

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 1  28.55 449 26.52 | 26.60 | 28.55

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 女子 七種競技 やり投600g 15/7/05 12:30 ( 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 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ナカザワ　クミ

1  9000 中澤　久美 松本大 1  2:31.30 677
クリゾラ　アサミ

2  1585 栗空　亜沙美 木曽青峰高 5  2:31.54 674
ムカイヤマ　ヒヨリ

3  236 向山　ひより 上伊那農高 4  2:35.93 620
オオタ　アユ

4  925 太田　杏優 市立長野高 2  2:43.35 535
アライ　サキ

5  1916 新井　咲 松商学園高 3  2:43.72 531

2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 得点 備考

ヨシムラ　アヤカ

1  2190 吉村　彩加 長野高 1  2:31.13 679

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 女子 七種競技 800m 15/7/05 15:40 ( 2組 ) 
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《 決勝 》
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