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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(GR)                    17.35 Ｋ．ハリソン                 アメリカ         1994/4/29   

 ３回の
 最高記録

長谷川  大悟 神奈川    x  16.88    x   16.88    x    -    x   16.88 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 日立ＩＣＴ   +0.2    +0.2    +0.2
石川  和義 長  野  15.62  16.75    x   16.75  16.64  16.77  16.58   16.77 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 長野吉田ＡＣ   -1.0   +3.2    +3.2   +1.6   +1.4   +0.5    +1.4
山本  凌雅(3) 長  崎  16.10  16.40  16.35   16.40    -  16.04    x   16.40 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 順天堂大学   -0.7   +1.6   +1.6    +1.6   +0.9    +1.6
山下  航平(4) 福  島    x  15.65  15.98   15.98  15.31    x  16.04   16.04 
ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 筑波大学   +0.3   +1.8    +1.8   +3.8   +0.4    +0.4
岡部  優真 福  岡  15.91    x    x   15.91  15.67    x  15.87   15.91 
ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾏ 九電工   -1.1    -1.1   +2.4   +0.8    -1.1
花谷  昂 東  京  15.15  15.36  15.37   15.37  14.27  15.39  15.75   15.75 
ﾊﾅﾀﾆ ｱｷﾗ ユメオミライ   +1.9   +0.3   +4.4    +4.4   +0.3   +2.2   -0.9    -0.9
髙橋  佑悟(3) 大  阪  15.20  15.07  15.46   15.46  15.03  15.09    x   15.46 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 立命館大学   +2.4    0.0   +0.9    +0.9   +1.2   -0.8    +0.9
池畠  旭佳瑠(4) 埼  玉  15.12    x    x   15.12  15.31    x  15.37   15.37 
ｲｹﾊﾀ ﾋｶﾙ 東海大学   +2.1    +2.1   +1.6   +3.0    +3.0
杉岡  優磨(3) 奈  良    x  14.79  15.11   15.11   15.11 
ｽｷﾞｵｶ ﾕｳﾏ 中央大学   +2.5   -1.2    -1.2    -1.2
水谷    司(3) 北海道    x    x    x     x 記録なし
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂｶｻ 帯広農業高校
藤林  献明 京  都    x    x    x     x 記録なし
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ びわこ成蹊スポーツ大学
児島  有伸(4) 福  岡    x    x    x     x 記録なし
ｺｼﾞﾏ ｱﾘﾉﾌﾞ 慶應義塾大学
松下  翔一 兵  庫 棄権
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｳﾁ 神戸市陸協
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