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世界記録(WR)                    18.29 Ｊ．エドワーズ               イギリス         1995/8/7    
日本記録(NR)                    17.15 山下  訓史                   日本電気         1986/6/1    
大会記録(NCR)                   17.15 山下　訓史                   日本電気         1986        

 ３回の
 最高記録

杉林  孝法 石  川  15.78    x    x   15.78  15.85  15.37  16.45   16.45 
ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ チームミズノ   +1.8    +1.8   +0.8   +1.9   +2.2    +2.2
梶川  洋平 東  京  15.76  15.86  16.36   16.36    x  16.07  15.51   16.36 
ｶｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ Ｍ＆Ｋ   +0.5   +0.9   +1.5    +1.5   +1.7   +2.0    +1.5
石川  和義 長  野  15.69    x  16.19   16.19  16.01    x  15.96   16.19 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 石川農産   +1.9   +1.0    +1.0   +2.1   +1.1    +1.0
鈴木  義啓 静  岡  15.60  16.02  15.22   16.02  15.49  15.84    x   16.02 
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ スズキ自販浜松   +2.4   +2.3   +2.1    +2.3   +1.9   +1.2    +2.3
堀内  敬鷹 福  岡    x  15.51  15.99   15.99  15.44  15.08    x   15.99 
ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾀｶ マリンポリス   +1.3   +0.9    +0.9   +0.9   +1.2    +0.9
角山  貴之 東  京  14.80  15.84  15.96   15.96  15.80  15.26  15.68   15.96 
ﾂﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 国士舘クラブ   +1.9   +1.8   +1.0    +1.0   +2.5   +1.6   +1.9    +1.0
藤林  献明 群  馬  13.79  15.84  15.74   15.84  15.56  15.53  15.04   15.84 
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬綜合ガード   +1.3   +1.2   +1.5    +1.2   +0.9   +1.1   +1.7    +1.2
花谷  昴 京  都  15.58  15.53  15.74   15.74    x    x    x   15.74 
ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ 大阪大   +3.3   +0.7   +0.6    +0.6    +0.6
藤澤  圭祐 山  口  15.05  14.73  15.74   15.74   15.74 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 山口合同ガス   +2.0   +1.4   +0.7    +0.7    +0.7
稲葉  広幸 神奈川  15.47  14.82  15.72   15.72   15.72 
ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ ＴＡＣ   +2.1   +1.1   +1.3    +1.3    +1.3
松田  晋治 京  都  15.63  15.63  15.30   15.63   15.63 
ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 天理大   +1.8   +0.9   +1.2    +0.9    +0.9
十亀  慎也 愛  媛  15.33  15.26  15.50   15.50   15.50 
ｿｶﾞﾒ ｼﾝﾔ 愛媛陸協   +0.6   +0.4   +1.7    +1.7    +1.7
佐藤  賢一 長  野  15.42  15.22  15.22   15.42   15.42 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 信州大ＡＣ   +1.7   +1.5   +1.1    +1.7    +1.7
伊藤  太一 新  潟  15.04  15.37    x   15.37   15.37 
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 筑波大   +2.3   +1.3    +1.3    +1.3
村上  智史 愛  知    x  15.21  15.33   15.33   15.33 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 日大   +2.1   +0.9    +0.9    +0.9
川幡  俊行 千  葉  14.71  13.34  15.25   15.25   15.25 
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ ＡＳ市川   +0.9   +1.1   +1.8    +1.8    +1.8
岡部  優真 福  岡  15.07    x    x   15.07   15.07 
ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ 福岡大   +1.2    +1.2    +1.2
塩見  将輔 岡  山  15.06  14.88    x   15.06   15.06 
ｼｵﾐ ﾏｻﾎ 東海大   +1.4   +1.2    +1.4    +1.4
前川  幸大 富  山  13.72  13.75  14.27   14.27   14.27 
ﾏｴｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ ＡＣ富山   +1.7   +1.6   +1.1    +1.1    +1.1
細川  謙太 徳  島    x    x    x     x 記録なし
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ ＭＥＳＳＩＡＳ
丸  嵩弘 北海道    x    /     x 途中棄権
ﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ 順天堂大院

順位 試技
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所属名 -1-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 18   361

-6- 記録-4- -5--2- -3-

3 12   352

2 4   360

5 9   343

4 13   363

7 16   353

6 21   356

9 7   357

8 17   355

11 3   359

10 15   364

13 1   362

12 20   354

15 8   366

14 14   368

17 19   358

16 2   370

19 11   371

18 6   365

10   369

5   367


