
高校男子　走幅跳

日本高校記録 (HN)       7m96      森長　正樹 (太　成・大阪)                                   1989        9月6日 14:00 決勝   

　県高校記録 (KH)       7m50      竹内　一真 (松　阪)                                         2003        

　　大会記録 (GR)       7m16      長谷川　悠 (宇治山田商)                                     2007(第27回)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸｽｶﾜ ﾖｼｵ 6m89 × 6m93 6m93 × 4m95 × 6m93

1 18 817 楠川　祥生 (2) 宇治山田商 +0.4 +0.8 +0.8 +0.9 +0.8

ｻﾉ ﾀｶﾕｷ × × 6m51 6m51 6m41 × 6m70 6m70

2 15 247 佐野　貴之 (2) 海　星 -0.2 -0.2 +0.6 +1.6 +1.6

ﾔﾀﾞ ﾕｳﾀ 6m51 6m32 6m62 6m62 6m18 6m20 6m55 6m62

3 13 984 矢田　雄大 (2) 四日市 +0.2 -0.8 +0.6 +0.6 +0.2 -0.7 +0.5 +0.6

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 6m36 6m48 6m56 6m56 × × 6m21 6m56

4 12 501 山口　元輝 (1) 伊　勢 +1.3 +1.0 +1.6 +1.6 -0.1 +1.6

ｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ × × 6m35 6m35 5m86 6m01 6m32 6m35

5 5 3640 清水　開吏 (1) 鈴鹿高専 +1.9 +1.9 -0.6 0.0 +2.5 +1.9

ﾋﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ × × 6m22 6m22 6m20 × × 6m22

6 11 1391 晝河　雄介 (1) 鳥　羽 +0.3 +0.3 -1.2 +0.3

ﾜｶﾓﾘ ｹｲｷ × 6m15 6m19 6m19 6m03 6m18 × 6m19

7 8 707 若森　健希 (2) 桑　名 +1.0 +0.4 +0.4 0.0 +0.2 +0.4

ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾄﾓ × 6m09 × 6m09 × 6m00 × 6m09

8 14 914 岡田　道知 (2) 四日市工 +0.3 +0.3 +0.5 +0.3

ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｷ × 6m09 × 6m09 5m39 5m91 5m95 6m09

9 10 354 森中　祐樹 (1) 伊勢工 +2.4 +2.4 -0.7 +1.8 -1.6 +2.4 *F6

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ × × 6m08 6m08 6m08

10 7 374 中島慎之助 (2) 稲　生 +0.4 +0.4 +0.4

ﾌｸﾀ ｼｮｳ × × ×

4 904 福田　　紹 (1) 四日市工 NM

ｾｺ ﾕｳﾀ × × ×

9 481 世古　優太 (2) 伊　勢 NM

ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ × × ×

3 738 平田　将也 (1) 桑　名 NM

ｾﾘｻﾞﾜ ｹｲ × × ×

1 1797 芹沢　　圭 (1) 桑　名 NM

ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ × × ×

2 1206 伊藤　芳彰 (2) 高　田 NM

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ

17 808 長谷川　悠 (3) 宇治山田商 DNS

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ

16 823 林　　風汰 (2) 宇治山田商 DNS

ｲｴｷ ﾀｶｷ

6 563 家城　尭輝 (1) 尾　鷲 DNS

審 判 長：河越　茂樹

記録主任：辻　　昭司
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