
 女子七種競技 100mH(0.838m)
審 判 長：小森　大輔
記録主任：山路　謙成

8月3日 10:00 決　勝

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｱｷｵ　ｶｴ

1 3 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 15.03 838
ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

2 5 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 15.46 782

 女子七種競技 200m
審 判 長：小森　大輔
記録主任：山路　謙成

8月3日 16:20 決　勝

(風:+0.8)
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

1 5 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 26.19 781
ｱｷｵ　ｶｴ

2 4 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 27.27 690

 女子七種競技 走高跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：山路　謙成

8月3日 12:30 決　勝

ｱｷｵ　ｶｴ － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

1 1 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 1m55 678
ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 2 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 1m50 621

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

 女子七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：小森　大輔

記録主任：山路　謙成

8月3日 14:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

1 2 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 10m17 － × 10m17 541
ｱｷｵ　ｶｴ

2 1 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 8m86 － － 8m86 455

 女子七種競技 走幅跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：山路　謙成

8月4日 11:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ 5m45 5m56 4m91 5m56
1 2 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 +1.2 +1.1 +2.6 +1.1 717

ｱｷｵ　ｶｴ 5m19 5m13 5m00 5m19
2 1 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 +0.8 +0.4 +2.6 +0.8 612



 女子七種競技 800m
審 判 長：小森　大輔
記録主任：山路　謙成

8月4日 16:50 決　勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｱｷｵ　ｶｴ

1 5 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 2:41.76 553
ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

4 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 0 DNF

 女子七種競技 走幅跳
審 判 長：小森　大輔

記録主任：山路　謙成

8月4日 11:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ 5m45 5m56 4m91 5m56
1 2 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 +1.2 +1.1 +2.6 +1.1 717

ｱｷｵ　ｶｴ 5m19 5m13 5m00 5m19
2 1 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 +0.8 +0.4 +2.6 +0.8 612

 女子七種競技 やり投(600g)
審 判 長：小森　大輔

記録主任：山路　謙成

8月4日 15:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

1 2 112 三浦　柚記(3) 鹿屋体育大学 － － 34m65 34m65 565
ｱｷｵ　ｶｴ

2 1 318 秋尾　佳恵(1) 鹿屋体育大学 － － 29m71 29m71 471

 女子七種競技
審 判 長：小森　大輔
記録主任：山路　謙成

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.03 1m55 8m86 27.27 5m19 29m71 2:41.76

1 318 +1.7 +0.8 +0.8 4297
(838) (678) (455) (690) (612) (471) (553)
15.46 1m50 10m17 26.19 5m56 34m65 DNF

2 112 +1.7 +0.8 +1.1 4007
(782) (621) (541) (781) (717) (565) (0)

氏名 所属

ｱｷｵ　ｶｴ

秋尾　佳恵 鹿屋体育大学

(3)

(1)
ﾐｳﾗ　ﾕｽﾞｷ

三浦　柚記 鹿屋体育大学


