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日本記録 (NR)           8m25      森長　正樹 (大　阪・日本大)                       1992        6月28日 15:30 決勝  

ｼﾞｭﾆｱ日本記録 (JNR)     8m10      下　　　仁 (千　葉・千葉陸協)                     1991   

大会記録 (CR)           8m20      寺野　伸一 (大　阪・サンクラブ)                   2004        
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1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 群　馬 7m46 8m13 7m79 × × 7m76 8m13

1 18 447 菅井　洋平 チームミズノ +1.1 +3.0 +1.3 +1.1 +3.0

ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 岐　阜 7m84 7m93 7m78 7m57 － － 7m93

2 22 149 品田　直宏 濃飛倉庫運輸 +1.1 +1.2 +1.0 +3.2 +1.2

ｼｶﾏ ﾋﾃﾞｱｷﾞ 茨　城 7m82 7m93 × × × × 7m93

3 4 141 志鎌　秀昭 阿見ＡＣ +1.6 +0.6 +0.6

ﾆｲﾑﾗ ﾏﾓﾙ 長　野 7m71 × 7m77 × 7m88 × 7m88

4 9 407 新村　守 東海大 -0.4 +1.8 +1.1 +1.1

ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 福　岡 7m15 7m70 7m84 7m73 7m84 7m81 7m84

5 3 41 大石　博之 三洋信販 +2.6 +0.1 +2.0 +2.4 +0.5 +1.6 +0.5

ｻﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ 東　京 7m66 × × 7m49 7m79 × 7m79

6 17 91 猿山　力也 モンテローザ +1.3 +4.1 +2.5 +2.5

ﾎﾘｲｹ ﾔｽﾕｷ 静　岡 × 7m43 7m78 × 7m35 7m38 7m78

7 23 430 堀池　靖幸 早稲田大 +1.7 +2.1 +1.9 +2.3 +2.1

ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 福　井 × 7m69 6m04 5m75 7m21 7m34 7m69

8 13 327 齋藤　絢 勝山市陸協 +3.3 +1.8 +0.2 +3.4 +0.8 +3.3

ｻｴｷ ｶｽﾞﾅｶ 岡　山 7m51 × 7m62 7m62

9 12 244 佐伯　一仲 エスケー -0.2 +2.4 +2.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 愛　媛 × 7m36 7m49 7m49

10 19 374 渡邉　容史 松山ＡＣ +3.3 +2.1 +2.1

ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 7m37 7m46 × 7m46

11 10 157 稲葉　広幸 ＴＡＣ +1.4 +2.9 +2.9

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 三　重 7m28 7m32 7m44 7m44

12 7 348 出口　義人 Ｉｓｅ ＴＣ +1.4 +2.7 +2.0 +2.0

ﾖｺｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東　京 7m02 7m28 7m41 7m41

13 14 284 横井　寛布 国士舘大 +1.0 +2.7 +2.6 +2.6

ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 愛　知 7m35 7m31 7m22 7m35

14 16 262 嶋川　福太郎 さかえｸﾘﾆｯｸＴC +0.6 +2.1 +0.6 +0.6

ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大　阪 × × 7m35 7m35

15 21 177 荒川　大輔 同志社陸友会 +1.5 +1.5

ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 岡　山 7m23 7m14 7m33 7m33

16 5 395 佐藤　洋平 フェニックス +2.7 +2.4 +2.1 +2.1

ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 長　崎 × × 7m24 7m24

17 2 195 小森　大輔 鹿屋体育大 +2.2 +2.2

ｲﾀﾐ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山 × 6m79 7m05 7m05

18 1 329 伊丹　大輔 和歌山陸協 +2.1 +2.3 +2.3

ﾅｶﾓﾄ ｷｾｲ 東　京 6m98 × × 6m98

19 15 98 仲元　紀清 モンテローザ +1.7 +1.7

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾑ 青　森 × 6m89 × 6m89

20 20 145 三浦　索 青森陸協 +2.1 +2.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 新　潟 × × ×

6 148 山口　義紀 長岡市体育協会 NM

ﾐﾈｼﾏ ﾀｶﾋｻ 千　葉 × × ×

8 156 峯島　喬久 千葉陸協 NM

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｻｷ 東　京
11 341 森長　正樹 ゴールドウイン DNS

審 判 長：相原　洋

記録主任：高橋　靖

凡例    NM：記録なし  DNS：欠場


