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世界記録(WR)                     8.95 Ｍ．パウエル                 アメリカ         1991/8/20   
日本記録(NR)                     8.25 森長  正樹                   日本大           1992/5/5    
大会記録(GR)                     8.23 Ｌ．マイリックス             アメリカ         1980/4/29   

 ３回の
 最高記録

嶺村  鴻汰 東  京    x   7.73   7.88    7.88   7.58   7.53   7.71    7.88 
ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ モンテローザ    0.0   +1.3    +1.3   +1.5   -1.6   +0.9    +1.3
下野  伸一郎 福  岡   7.55   7.49   7.49    7.55   7.64   7.62   7.55    7.64 
ｼﾓﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 九電工   +0.6   +0.1    +0.6   +1.9   +0.8   +0.6    +1.9
佐久間  滉大(2) 神奈川   7.18   7.45   7.60    7.60    x    x    x    7.60 
ｻｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 法政大学   -0.2   +1.1   +2.2    +2.2    +2.2
Angus GOULD    x   7.51   7.59    7.59    x    x    x    7.59 
Angus Gould オーストラリア   +2.0   +1.3    +1.3    +1.3
大岩  雄飛 東  京   7.59    x    x    7.59    x    x    x    7.59 
ｵｵｲﾜ ﾕｳﾋ モンテローザ   +3.0    +3.0    +3.0
小田  大樹(3) 山  口   7.55    x   7.16    7.55    x    x    x    7.55 
ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 日本大学   +3.0   +0.4    +3.0    +3.0
山川  夏輝(3) 滋  賀   7.22    x   7.51    7.51   7.13    x   7.13    7.51 
ﾔﾏｶﾜ ﾅﾂｷ 日本大学   +1.2   +4.4    +4.4   +1.2   +3.3    +4.4
中村　優斗(4) 福  岡   7.25   7.03    x    7.25   6.84    x    x    7.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 九州共立大学   +4.5    0.0    +4.5   +3.0    +4.5
松原    奨(M1) 静  岡   7.21    x   7.03    7.21    7.21 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳ 東海大学   +4.6   -0.2    +4.6    +4.6
猿山  力也 東  京    x    x   7.18    7.18    7.18 
ｻﾙﾔﾏ ﾘｷﾔ モンテローザ   -0.4    -0.4    -0.4
高政  知也(M1) 千  葉   7.07    x   7.09    7.09    7.09 
ﾀｶﾏｻ ﾄﾓﾔ 順天堂大学   +1.9   +0.2    +0.2    +0.2
深沢  宏之 愛  媛    x    x    x     x 記録なし
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛媛陸協
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