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日本高校記録(SR)                 7.96 森長 正樹            大  阪  太成             1989/11/03  
北信越高校記録(HR)               7.76 杉林 孝法            石  川  星稜             1993/09/18  
大会記録(GR)                     7.34 近藤 蒼依            新  潟  新潟産大附       2017/10/28  

林 力輝(2) 長  野

ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越 +･- +･- +･- +･-

北原 銀太(1) 新  潟

ｷﾀﾊﾗ ｷﾞﾝﾀ 新潟産大附 +･- +･- +･- +･-

石本 尚輝(2) 福  井

ｲｼﾓﾄ ﾅｵｷ 鯖江 +･- +･- +･- +･-

杉森 建介(1) 富  山

ｽｷﾞﾓﾘ ｹﾝｽｹ 龍谷富山 +･- +･- +･- +･-

中村 兼介(1) 石  川

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 金沢 +･- +･- +･- +･-

石田 優音(2) 長  野

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工 +･- +･- +･- +･-

竹田 俊輔(2) 新  潟

ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 国際情報 +･- +･- +･- +･-

仲野 昂斗(2) 福  井

ﾅｶﾉ ﾀｶﾄ 足羽 +･- +･- +･- +･-

神代 渉(2) 富  山

ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾜﾀﾙ 富山 +･- +･- +･- +･-

谷本 開(1) 石  川

ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ 小松工 +･- +･- +･- +･-

角田 啓太(1) 長  野

ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ 長野高専 +･- +･- +･- +･-

風間 未来(2) 新  潟

ｶｻﾞﾏ ﾐﾗｲ 新潟産大附 +･- +･- +･- +･-

倉林 龍大(2) 福  井

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 鯖江 +･- +･- +･- +･-

溝口 司(2) 富  山

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾂｶｻ 高岡南 +･- +･- +･- +･-

沖 千紘(1) 石  川

ｵｷ ﾁﾋﾛ 星稜 +･- +･- +･- +･-

石山 丈(2) 長  野

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大 +･- +･- +･- +･-

仲嶋 嵩人(2) 新  潟

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾄ 国際情報 +･- +･- +･- +･-

岩野 敬心(1) 福  井

ｲﾜﾉ ｹｲｼﾝ 武生 +･- +･- +･- +･-

水島 寧勇(2) 富  山

ﾐｽﾞｼﾏ ﾈｵ 新川 +･- +･- +･- +･-

坂野 巧弥(2) 石  川

ｻｶﾉ ﾀｸﾔ 金沢二水 +･- +･- +･- +･-

赤羽 健一(2) 長  野

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽 +･- +･- +･- +･-
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