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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        

鈴木  亮太 神奈川 川崎中体連クラブ  6.95   7.15   7.12   7.15    850
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｶﾜｻｷｼﾁｭｳﾀｲﾚﾝｸﾗﾌ  ゙ +1.4   +2.1   +1.6   +2.1  (1639)
谷本  幸治 北海道 谷本農場    x   7.08   7.06   7.08    833
ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｼﾞ ﾀﾆﾓﾄﾉｳｼﾞｮｳ   +1.4   +1.8   +1.4  (1579)
池田  大介 兵  庫 ＷＵＡ    x   7.06    x   7.06    828
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ WUA   -0.5   -0.5  (1660)
田中  悠士郎 東  京 国士舘大   6.83   6.98    x   6.98    809
ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ   -0.6   +0.6   +0.6  (1641)
平松  忠浩 神奈川 国士舘クラブ   6.88   6.92   6.96   6.96    804
ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾀﾞﾋﾛ ｺｸｼｶﾝｸﾗﾌﾞ   -0.3   +0.7   +1.1   +1.1  (1680)
染谷  幸喜 千  葉 順天堂大    x   6.91   6.95   6.95    802
ｿﾒﾔ ｺｳｷ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ   +0.3   +0.7   +0.7  (1580)
井上  将成 愛  知 東三河ＡＣ   6.72   6.95   6.78   6.95    802
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾅﾘ ﾋｶﾞｼﾐｶﾜAC   +0.4   +0.7   +2.4   +0.7  (1636)
右代  啓祐 北海道 国士舘大   6.69   6.64   6.93   6.93    797
ｳｼﾛ ｹｲｽｹ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ   +1.2   +0.9   +1.3   +1.3  (1554)
林田  章紀 長  崎 順天堂大   6.90    x   5.19   6.90    790
ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ   +1.1   +2.0   +1.1  (1615)
金子  信 埼  玉 日本ウエルネス   6.85   6.72   6.84   6.85    778
ｶﾈｺ ﾏｺﾄ ﾆﾎﾝｳｴﾙﾈｽ   +0.4   +0.7   +0.6   +0.4  (1621)
八木  奨兵 新  潟 東洋大    x    x   6.81   6.81    769
ﾔｷﾞ ｼｮｳﾍｲ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ   +1.8   +1.8  (1513)
村田  龍 神奈川 国士舘大   6.80   6.76   6.59   6.80    767
ﾑﾗﾀ ﾘｭｳ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ   +0.4   +0.8   +1.3   +0.4  (1566)
東中  陽太郎 京  都 中京大   6.79    x   6.50   6.79    764
ﾋｶﾞｼﾅｶ ﾖｳﾀﾛｳ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ   +0.9   +1.0   +0.9  (1559)
音部  拓仁 長  崎 平成国際大   6.72    x   6.72   6.72    748
ｵﾄﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾍｲｾｲｺｸｻｲﾀﾞｲ   +0.8   -0.7   -0.7  (1626)
田中  宏昌 東  京 モンテローザ   6.67   6.68   5.21   6.68    739
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ   +0.8   +0.6   +2.1   +0.6  (1600)
宮澤  陸 静  岡 中京大   6.48   5.88   6.53   6.53    704
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ   +2.1   +3.1   +0.8   +0.8  (1547)

中本　　博混成審判長
福地　光文
秋山　定之
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順位 試技

競技結果        男子十種        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：
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