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長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     2.10 中野 智                      豊科             1983        
                                      小柳 和朗                    中野実業         1990        

中村 伊吹(3)
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際
髙田 真平(2)
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘
田中 勇輝(3)
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中野西
小平 遥暉(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越
赤羽 快(2)
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那北
中村 陸空(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 長野吉田
傳田 優(3)
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野吉田
佐藤 克哉(3)
ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 長野工
日野 要(1)
ﾋﾉ ｶﾅﾒ 上伊那農
下村 考輝(2)
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠
熊谷 知樹(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農
伊藤 嶺(2)
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那北
河瀬 空雅(2)
ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ 中野立志館
牛丸 健人(1)
ｳｼﾏﾙ ｹﾝﾄ 松本美須々ヶ丘
奥村 斗真(1)
ｵｸﾑﾗ ﾄｳﾏ 穂高商
櫻井 絢悠(2)
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖
宮川 哲(1) NM
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ 須坂
大澤 慶記(3) NM
ｵｵｻﾜ ﾖｼｷ 長野
安本 桜太郎(2) DNS
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲
大木 咲翔(2) DNS
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西
岡田 陸(3) DNS
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北
浅野 珂生(2) DNS
ｱｻﾉ ｶｲ 長野吉田
小林 誠史(2) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85


