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日付 種目

才戸　雄貴(3) 10.82(+3.9) 吉川　翔貴 10.84(+3.9) 中脇　裕也(5) 10.86(+3.9) 保坂　翔也 11.09(+3.9) 信藤　来也(3) 11.11(+3.9) 衛藤　　昂 11.14(+3.9) 森　　瑛志(4) 11.15(+3.7) 安井　　弦(3) 11.20(+3.9)
皇學館大 ASSA-TC 鈴鹿高専 鈴鹿高専 稲生高 AGF 三重大 鈴鹿高専
丸山　正靖(3) 2:02.49 米川　拓摩(3) 2:04.45 栗本　涼司(3) 2:05.01 松田　拓大(2) 2:06.78 濱口　英太(3) 2:07.12 太田　紘成(3) 2:14.74 佐藤　　匠(3) 2:15.46 福田　藍人(3) 2:15.95
高田高 神戸高 神戸高 鈴鹿高 高田高 稲生高 鈴鹿高専 神戸高
松田　拓大(2) 4:17.30 山路　湧暉(1) 4:19.23 市川　侑聖(3) 4:23.87 米川　拓摩(3) 4:25.60 栗本　涼司(3) 4:26.63 中村　洸文(2) 4:29.76 米川　立馬(2) 4:32.04 荒川　幸輝(2) 4:33.22
鈴鹿高 高田高 稲生高 神戸高 神戸高 高田高 稲生高 高田高
森　　瑛志(4) 15.33(+0.3) 吉澤　亮我(3) 15.65(+0.3) 今村寿輝也(2) 16.36(+0.3) 服部　佑哉(3) 16.48(+0.3) 鳥尾　英紀(2) 17.50(+0.3) 那須　柾斗(3) 18.39(+0.3)
三重大 皇學館大 稲生高 神戸高 高田高 高田高
稲生高-A 44.42 神戸高-A 45.73 稲生高-B 46.27 神戸高-B 46.86 鈴鹿高-B 49.21
信藤　来也(3) 三島　竜綺(3) 南部　竜次(3) 川島雄太郎(3) 中村　康孝(3)
西山　琉斗(2) 沢井　泰士(2) 鈴木　龍也(3) 草山　尚暉(2) 瀬田　雄星(3)
土屋　拓摩(3) 湯浅　光弘(3) 伊藤　　蓮(3) 中川　拓己(2) 水谷　琉来(2)
鶴井　康裕(2) 武　　航平(3) 清水　尚輝(2) 服部　佑哉(3) 今村　友哉(3)
南部　竜次(3) 1m70 湯浅　暁玲 1m65
稲生高 三重陸協
保坂　翔也 7m18(+1.6) 信藤　来也(3) 6m71(+1.1) 大津　　渉 6m18(+1.1) 岡﨑　稜汰(3) 5m87(+0.8) 髙松　海斗(2) 5m76(+1.7) 村西　一真(2) 5m70(+0.5) 長谷川尚弥(3) 5m68(+1.2) 前田　彩斗(3) 5m57(+0.9)
鈴鹿高専 稲生高 ULTIMAT 鈴鹿高専 鈴鹿高専 神戸高 白山高 高田高
仲　　徹也 11m69 高橋　　怜 10m48
Ise TC 三重陸協
藤田　亮太(5) 31m06
鈴鹿高専
中野　太貴(2) 46m99 泉　　光暢(2) 45m49 那須　柾斗(3) 39m86 奥　　雅弘(3) 39m39 村治　祥太(3) 38m63 五家　凌雄(3) 35m27 小塚　洋司(2) 30m58
稲生高 鈴鹿高専 高田高 高田高 稲生高 白山高 石薬師高
平野　瑠希(2) 12m65 森川　大樹(3) 11m47 寺本　翔真(2) 9m77 岡田　主也(2) 7m46
稲生高 稲生高 白山高 白山高
三井　康平(2) 39m89 山添琳玖翔(1) 32m80 寺本　翔真(2) 18m29 岡田　主也(2) 14m29
稲生高 稲生高 白山高 白山高
太田ひまり(3) 12.60(+3.9) 倉田　明奈(4) 12.83(+3.9) 江平　春花 12.96(+3.9) 岩﨑　優華(3) 13.09(+3.9) 古市穂乃佳(1) 13.18(+3.9) 澤藤　真華(2) 13.26(+2.3) 山中　　瞳(2) 13.28(+2.3) 塩竹　美友(3) 13.34(+2.3)
鈴鹿高専 三重大 RKTD 鈴鹿高 皇學館大 神戸高 鈴鹿高 神戸高
川島　千歩(2) 2:38.36 前川　遥香(2) 2:42.70 伊藤　　楓(3) 2:43.40 真柄　萌々(2) 2:44.21 上野毛戸愛(3) 2:44.69 澤田支愛利(3) 2:45.41 豊田ひかる(2) 2:47.43 岡　　夕鶴(2) 2:51.92
高田高 神戸高 神戸高 高田高 神戸高 神戸高 稲生高 神戸高
伊藤　聖良(3) 5:15.56 上野毛戸愛(3) 5:26.65 前川　遥香(2) 5:28.15 伊藤　　楓(3) 5:35.42 澤田支愛利(3) 5:37.18 三田　有紗(3) 5:38.47 岡　　夕鶴(2) 5:41.82 中川　優芽(4) 5:59.95
高田高 神戸高 神戸高 神戸高 神戸高 鈴鹿高専 神戸高 鈴鹿高専
松井　結菜(2) 18.36(+0.4) 萱苗　侑愛(3) 19.04(+0.4) 山田　凪紗(2) 19.76(+0.4)
高田高 鈴鹿高 高田高
神戸高 52.64
加藤　麻由(3)
澤藤　真華(2)
打田亜弓加(2)
塩竹　美友(3)
大門　あい(2) 1m45 村松　歩佳(2) 1m45 中出　里央(5) 1m40
鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専
谷中　　鈴(2) 4m85(+0.3) 塩竹　美友(3) 4m79(-0.5) 高山みなみ(3) 4m34(+0.7) 三尾　朋子 3m75(+2.0) 前川　　楓 3m61(+0.8)
鈴鹿高 神戸高 高田高 橋南スポク イムラＡＡ
岩本　乙夏(1) 12m59
稲生高
別所　真衣(2) 33m47 横山　鮎葉(3) 31m89 釜谷梨里衣(1) 25m76
稲生高 稲生高 稲生高

凡例  *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高

4月7日 一般女子　円盤投(1.000kg)

4月7日 一般女子　走高跳

4月7日 一般女子　走幅跳

4月7日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

4月7日 一般女子　1500m

4月7日 一般女子　100mH

4月7日 一般女子　4×100mR

4月7日 一般女子　100m

4月7日 一般女子　800m

4月7日 一般男子　やり投(800g)

4月7日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

4月7日 高校男子　円盤投(1.750kg)

4月7日 一般男子　走幅跳

4月7日 一般男子　砲丸投(7.260kg)

4月7日 一般男子　円盤投(2.000kg)

4月7日 一般男子　110mH

4月7日 一般男子　4×100mR

4月7日 一般男子　走高跳

8位

4月7日 一般男子　100m

4月7日 一般男子　800m

4月7日 一般男子　1500m
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