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世界記録(WR)                     8.95 Ｍ．パウエル                 アメリカ         1991/8/30   
日本記録(NR)                     8.25 森長  正樹                   日本大           1992/5/5    
大会記録(NCR)                    8.20 寺野　伸一                   サンクラブ       2004        

 ３回の
 最高記録

荒川  大輔 大  阪   7.59    x   8.00    8.00    x   7.87   7.96    8.00 
ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大阪陸協   +0.3   +1.5    +1.5   +0.9   +1.7    +1.5
菅井  洋平 群  馬    x   7.53   7.89    7.89   7.64   8.00    x    8.00 
ｽｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ ミズノ   +1.0   +1.9    +1.9   +1.5   +0.6    +0.6
猿山  力也 東  京   7.38   7.61    x    7.61   7.48   7.43   7.91    7.91 
ｻﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ モンテローザ   +1.4   +1.5    +1.5   +1.1   +1.1   +1.5    +1.5
品田  直宏 岐  阜   7.73   7.70    x    7.73   6.55   7.68   7.52    7.73 
ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 濃飛倉庫運輸   +0.3   +2.4    +0.3   +1.3   +1.2   +1.0    +0.3
佐伯  一仲 岡  山    x   7.45   7.72    7.72    x    -   7.54    7.72 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾅｶ エスケー   +1.2   +1.3    +1.3   +1.2    +1.3
坂井    陽一 福  井   7.33   7.48   7.71    7.71   7.61   7.25   7.62    7.71 
ｻｶｲ ﾖｳｲﾁ 順天堂大   -0.8   +1.3   +2.0    +2.0   +1.6   +1.1   +1.4    +2.0
堀池  靖幸 静  岡   7.71   7.59    x    7.71    x    -   6.84    7.71 
ﾎﾘｲｹ ﾔｽﾕｷ 早稲田大    0.0   +1.3     0.0   +1.2     0.0
志鎌  秀昭 茨  城   7.55   7.60   7.55    7.60   7.62   7.47    x    7.62 
ｼｶﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 阿見ＡＣ   +1.4   +1.9   +0.9    +1.9   +1.4   +0.7    +1.4
藤田  勝也 千  葉    x    x   7.57    7.57    7.57 
ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾔ 東海大   +1.5    +1.5    +1.5
古瀬  智也 島  根   7.34   7.49   7.26    7.49    7.49 
ﾌﾙｾ ﾄﾓﾔ 福岡大   -0.2   +1.3   +1.7    +1.3    +1.3
皆川  澄人 北海道    x   7.24   7.42    7.42    7.42 
ﾐﾅｶﾞﾜ ｽﾐﾄ 東海大   +1.6   +2.0    +2.0    +2.0
中村  紘平 奈  良   7.40    x   7.19    7.40    7.40 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 関西学院大   +1.2   +1.3    +1.2    +1.2
鈴木  秀明 千  葉   5.83   7.37    x    7.37    7.37 
ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 順天堂大    0.0   +2.3    +2.3    +2.3
新村  守 新  潟   7.36   7.24    x    7.36    7.36 
ﾆｲﾑﾗ ﾏﾓﾙ 新潟アルビレックス  -0.6   +0.3    -0.6    -0.6
嶋川  福太郎 富  山   7.23   7.35    x    7.35    7.35 
ｼﾏｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ 陸想会   +1.0   +1.9    +1.9    +1.9
山口  義紀 新  潟    x   7.35    x    7.35    7.35 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 新潟アルビレックスRC   +2.5    +2.5    +2.5
山口  純一郎 神奈川   7.21   7.28    x    7.28    7.28 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川大   -0.4   +1.4    +1.4    +1.4
嶋津  絢介 奈  良   7.00   7.05   7.26    7.26    7.26 
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｽｹ ＰＥＥＫ   +0.2   +2.8   +1.9    +1.9    +1.9
下野  伸一郎 鹿児島   7.06   7.20   7.14    7.20    7.20 
ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡大   +0.7   +0.3   +1.4    +0.3    +0.3
堀内  敬鷹 福  岡    x   7.20    x    7.20    7.20 
ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾀｶ マリンポリス   +2.6    +2.6    +2.6
佐藤  洋平 岡  山   7.04   7.16   7.05    7.16    7.16 
ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ フェニックス   +0.8   +1.2   +1.6    +1.2    +1.2
西  航司 愛  知    x    x   7.12    7.12    7.12 
ﾆｼ ｺｳｼﾞ 日大   +1.1    +1.1    +1.1
小西  康道 北海道   6.97   7.10   6.98    7.10    7.10 
ｺﾆｼ ﾔｽﾐﾁ 東海大   +2.2   +0.5   +1.4    +0.5    +0.5
鈴木  康太 埼  玉   6.88   7.02    x    7.02    7.02 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 聖学院大   +0.1   +1.7    +1.7    +1.7
三浦  索 青  森    x   5.07   6.84    6.84    6.84 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾑ 板柳集配センタ   +2.5   +1.1    +1.1    +1.1
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所属名 -1-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 7   327

-6- 記録-4- -5--2- -3-

3 20   336

2 21   333

5 10   334

4 14   328

7 12   331

6 8   337

9 22   344

8 16   329

11 15   341

10 4   342

13 6   330

12 23   345

15 19   332

14 1   335

17 11   347

16 24   339

19 9   338

18 5   351

21 2   346

20 17   343

23 18   348

22 13   340

25 3   349

24 25   350


