
男子十種競技

日本記録 (NR)           7995      金子　宗弘 (千　葉・ミズノ)                                 1993        
大会記録 (CR)           7874      金子　宗弘 (千　葉・ミズノ)                                 1993        
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氏名 所属 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m 総合 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大　阪 10.98 6m94 13m04 1m85 49.82
1 12 池田　大介 日本大 +1.2 +2.4 3827

(865) (799) (670) (670) (823)

ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 茨　城 11.14 7m07 10m20 1m91 48.64
2 17 武田　健吾 東海大 +2.4 +3.0 3759

(830) (830) (498) (723) (878)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ 東　京 11.01 6m84 12m30 1m88 50.41
3 3 田中　宏昌 モンテローザ +1.2 +2.4 3751

(858) (776) (625) (696) (796)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 神奈川 11.11 6m89 11m82 1m88 51.54
4 15 鈴木　亮太 筑波大 +2.4 +1.5 3660

(836) (788) (595) (696) (745)

ｶﾐｵ ﾀﾞｲｷ 長　崎 11.38 6m94 10m43 1m94 50.44
5 18 神尾　大樹 平成国際大 +1.2 +1.6 3632

(778) (799) (512) (749) (794)

ｳｼﾛ ｹｲｽｹ 北海道 11.47 6m74 12m50 1m91 51.49
6 10 右代　啓祐 国士舘大 +2.4 -0.2 3619

(759) (753) (637) (723) (747)

ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東　京 11.14 7m00 10m31 1m80 49.70
7 9 田中　悠士郎 国士舘大 +1.2 +2.3 3603

(830) (814) (504) (627) (828)

ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾞ 北海道 11.50 6m88 10m34 1m91 50.85
8 7 谷本　幸治 谷本農場 +1.2 +1.7 3543

(753) (785) (506) (723) (776)

ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 愛　知 11.26 6m71 10m83 1m85 50.84
9 1 石沢　雅俊 ＯＷＬＳ +2.4 +3.0 3532

(804) (746) (536) (670) (776)

ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ 長　崎 10.98 6m26 10m28 1m88 49.95
10 19 音部　拓仁 平成国際大 +2.4 +2.5 3524

(865) (644) (502) (696) (817)

ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 埼　玉 11.17 6m80 9m11 1m75 49.07
11 2 金子　信 日本ウエルネス +1.2 +0.9 3465

(823) (767) (432) (585) (858)

ﾆﾉﾐﾔ ｻﾄｼ 愛　知 11.56 6m89 10m17 1m88 51.95
12 6 二宮　聡 小島プレス +2.4 +1.1 3447

(740) (788) (496) (696) (727)

ｲﾜﾊｼ ｼｮｳﾀ 石　川 11.27 6m72 11m13 1m80 53.89
13 14 岩橋　翔太 筑波大 +1.2 +1.8 3374

(801) (748) (554) (627) (644)

ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 長　崎 11.41 6m11 10m99 1m80 50.93
14 16 林田　章紀 順天堂大 +2.4 +1.5 3325

(771) (610) (545) (627) (772)

ﾔｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 新　潟 11.63 6m77 10m09 1m80 52.09
15 13 八木　奨兵 東洋大 +1.2 +3.0 3324

(725) (760) (491) (627) (721)

ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ 大　阪 11.66 6m04 9m50 1m80 52.74
16 5 西田　勇 神戸大 +2.4 +2.1 3090

(719) (595) (456) (627) (693)

審 判 長：西舘健吾
記録主任：高橋　靖
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