
ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

中脇　裕也(5) 10.87 岡本　　宰(1) 11.15 原　　啓祐(M1) 11.23 小河　優玖(3) 11.32 ジョーンズイーサン(2) 11.41 桜木　優斗(2) 11.48 信藤　来也(3) 11.57 岡﨑　稜汰(3) 11.68
鈴鹿高専 津西高 皇學館大 鈴鹿高専 津西高 四日市南高 稲生高 鈴鹿高専
磯田　拓海(1) 22.21 小澤　俊仁(4) 22.30 岡本　　宰(1) 22.53 沢井　泰士(2) 23.09 鶴井　康裕(2) 23.21 宇治田圭佑(2) 23.26 上村　壮汰(1) 23.28
皇學館大 三重大 津西高 神戸高 稲生高 四日市南高 津西高
長谷川　健 50.36 京道　　慶(3) 53.09 松本　康佑(2) 53.39 湯浅　暁玲 53.47 向井　羽汰(1) 58.70
三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 鈴鹿高専 津西高 三重陸協 亀山高
南部　　慎(3) 1:55.61 松田　拓大(2) 2:00.65 松下　滉平(2) 2:02.59 濵田　大暉(1) 2:07.49 愛敬虎之介(2) 2:08.24 中島　俊介(2) 2:09.08 藤本　拓弥(1) 2:10.94
神戸大 GR 鈴鹿高 津西高 津西高 日本大 稲生高 稲生高
名和　将晃(2) 4:19.78 濵田　大暉(1) 4:21.93 松下　滉平(2) 4:22.71 藤谷　里玖(2) 4:26.72 小川　海里(1) 4:27.39 市川　侑聖(3) 4:27.85 小林　　巧 4:27.98 市川　将也(2) 4:28.29
四日市南高 津西高 津西高 津西高 津西高 稲生高 eA三重 神戸高
名和　将晃(2) 16:50.97 佐藤　祥真(2) 17:02.41 櫻井　晴琉(2) 17:08.10 小林　謙吾(3) 17:13.62 水谷　　太 17:23.68 市川　将也(2) 17:24.59 川北　健斗(2) 17:29.69 加納　歩輝(1) 17:36.72
四日市南高 亀山高 亀山高 稲生高 J＆E久居 神戸高 稲生高 鈴鹿高専
辻　　昌享 17.42 酒井　　心(1) 17.83 市村　岳之(1) 18.17 倉田　滉大(2) 21.41
三重教員AC 亀山高 津西高 四日市南高
吉澤　亮我(4) 55.93 中川　拓己(2) 1:01.82 市村　岳之(1) 1:03.66 日比野信也 1:07.86
皇學館大 神戸高 津西高 三重陸協
津西高 42.91 皇學館大 43.03 至学館大 43.18 亀山高 44.45 ULTIMAT 44.97 神戸高 45.02 白子高 45.97 四日市農芸高 47.31
岡本　　宰(1) 井川　智嗣(3) 中村　郁羽(4) 近藤雄一朗(2) 石本　幹也 草山　尚暉(2) 山北　裕介(1) 伊東　良将(1)
ジョーンズイーサン(2) 原　　啓祐(M1) 立山　雄大(4) 草川　賢志(1) 加藤健太郎 沢井　泰士(2) 家崎　拓海(1) 井上　寧琉(1)
上村　壮汰(1) 吉澤　亮我(4) 杉本　康拓(2) 服部　郁斗(2) 伊藤　大輝 中川　拓己(2) 柴田　樹生(2) 廣田　郁弥(1)
牟田　大地(2) 磯田　拓海(1) 池田　悠城(4) 伊藤　諒ニ(2) 豊田　隆葵 村西　一真(2) 藤本　康汰(1) 酒井　祐輔(1)
至学館大 3:33.65 神戸高-A 3:38.50 ULTIMAT 3:42.15 鈴鹿高 3:43.34
中村　郁羽(4) 中川　拓己(2) 加藤健太郎 若林　将司(2)
立山　雄大(4) 沢井　泰士(2) 豊田　隆葵 松田　拓大(2)
杉本　康拓(2) 村西　一真(2) 伊藤　大輝 加藤　健人(1)
池田　悠城(4) 草山　尚暉(2) 田中　大輝 奥田　航成(1)
勝田　　将(4) 2m10 加藤健太郎 2m05 湯淺　陽斗(2) 1m85 中馬　義貴(2) 1m80 酒井　　心(1) 1m80 山本　莉生(1) 1m65 小林　龍弥(1) 1m65
皇學館大 ULTIMAT 亀山高 鈴鹿高専 亀山高 亀山高 鈴鹿高専
中村　郁羽(4) 4m10 向田　椋也(2) 3m20
至学館大 至学館大
信藤　来也(3) 6m57(+0.1) 岡﨑　稜汰(3) 6m33(+0.5) 伊藤　諒ニ(2) 6m32(+0.8) 山際　大雅(1) 6m12(+1.4) 原　　啓祐(5) 6m10(+1.1) 中川　拓己(2) 6m06(+0.6) 村西　一真(2) 5m99(+1.3) 立山　雄大(4) 5m82(+0.7)
稲生高 鈴鹿高専 亀山高 三重大 皇學館大 神戸高 神戸高 至学館大
辻　　昌享 14m25(+1.8) 伊藤　諒ニ(2) 13m36(+0.2) 吉澤　亮我(4) 12m73(+1.8)
三重教員AC GR 亀山高 皇學館大
臼井　智哉(1) 12m91
岐阜経済大
北澤　一巳 7m36
三重陸協
大山　祐史 46m91 藤田　亮太(5) 30m17
ロケット団 鈴鹿高専
丹生　将稔 52m68
ロケット団 GR
仲松　　正(1) 50m05 竹下　　諄(2) 40m23 平井　健太(1) 40m20 小塚　洋司(2) 36m33 向田　椋也(2) 25m38
鈴鹿高 亀山高 津西高 石薬師高 至学館大
平野　瑠希(2) 13m25 中野　太貴(2) 13m21 三井　康平(2) 13m01 平井　健太(1) 10m16 前田　幹太(1) 8m69 橋本　尚弥(1) 8m43
稲生高 稲生高 稲生高 津西高 鈴鹿高専 四日市農芸高
山添琳玖翔(1) 36m69 平野　瑠希(2) 36m04 中川　友準(1) 28m86 前田　幹太(1) 23m48
稲生高 稲生高 津商高 鈴鹿高専
石井　平和(2) 38m33 奥田陽太郎(1) 29m63
稲生高 津西高

第50回鈴鹿市陸上競技選手権大会 【18230715】
AGF鈴鹿陸上競技場 【233080】
2018/09/16 ～ 2018/09/17

【一般の部】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月17日
一般男子　100m

風：-0.8

9月16日
一般男子　200m

風：-0.3

9月17日 一般男子　400m

9月16日 一般男子　800m

9月17日 一般男子　1500m

9月16日 一般男子　5000m

9月17日
一般男子　110mH

風：-3.9

9月16日 一般男子　400mH

9月16日 一般男子　4×100mR

9月17日 一般男子　4×400mR

9月16日 一般男子　走高跳

9月17日 一般男子　棒高跳

9月16日 一般男子　走幅跳

9月17日 一般男子　三段跳

9月16日 一般男子　砲丸投(7.260kg)

9月16日
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ一般男子砲丸投

(5.000kg)

9月17日 一般男子　円盤投(2.000kg)

9月17日 一般男子　ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

9月16日 一般男子　やり投(800g)

9月16日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

9月17日 高校男子　円盤投(1.750kg)

9月17日 高校男子　ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)



ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

第50回鈴鹿市陸上競技選手権大会 【18230715】
AGF鈴鹿陸上競技場 【233080】
2018/09/16 ～ 2018/09/17

【一般の部】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

松吉　里紗(2) 12.85 青木　愛莉(1) 13.07 村田　裕香(1) 13.08 渡邉　明花(1) 13.35 澤藤　真華(2) 13.50 中里安有香(2) 13.57 浅野とこは(2) 13.61
津商高 亀山高 津商高 皇學館大 神戸高 津商高 鈴鹿高
青木　愛莉(1) 26.82 松吉　里紗(2) 27.23 渡邉　明花(1) 27.28 村田　裕香(1) 27.37 澤藤　真華(2) 27.66 稲田　　想(2) 27.92
亀山高 津商高 皇學館大 津商高 神戸高 津商高
平岡　萌夏(2) 2:25.76 甲斐　礼乃(1) 2:26.11 吉田　有伽(1) 2:26.87 伊藤すずな(1) 2:35.28 鈴木　里菜(2) 2:39.68 碓井　彩香(1) 2:44.88 北川　日菜(1) 2:48.60
鈴鹿高 神戸高 津西高 神戸高 白子高 神戸高 神戸高
吉田　有伽(1) 5:11.85 風間　一穂(2) 5:24.44 中澤　七海(2) 5:44.68 片岡明日奈(1) 5:55.14 山内　寧々(2) 6:02.61 澤田　乃亜(1) 6:24.18
津西高 四日市南高 津西高 津西高 四日市南高 鈴鹿高
前川　遥香(2) 12:00.71 駒田　真央(1) 15:16.24
神戸高 鈴鹿高
稲田　　楓(3) 14.73
津商高 GR
山中　　瞳(2) 1:06.26 竹村　夕菜(2) 1:11.13 堀　　心菜(1) 1:13.24 早川　愛菜(2) 1:15.26
鈴鹿高 津商高 津商高 神戸高
津商高-A 50.27 鈴鹿高-A 51.08 亀山高-A 51.52 津商高-B 51.79 四日市農芸高-A 52.30 津商高-C 53.66 鈴鹿高-B 58.52
池山　優花(3) 谷中　　鈴(2) 白﨑結希乃(1) 鈴木あかり(1) 舘　　実咲(2) 野村　果鈴(1) 舘　　果南(1)
稲田　　楓(3) 山中　　瞳(2) 松山　栞菜(1) 稲田　　想(2) 加藤　早紀(2) 堀　　心菜(1) 米山　咲衣(1)
村田　裕香(1) 浅野とこは(2) 林　奈津子(1) 中里安有香(2) 杉野　美月(1) 平田　里菜(2) 舟橋　明里(1)
松吉　里紗(2) 平岡　萌夏(2) 青木　愛莉(1) 野村　玲奈(1) 道脇　楓花(1) 竹村　夕菜(2) 森口　結衣(1)
鈴鹿高-A 4:12.07 神戸高-A 4:18.13 津商高-A 4:19.05 津商高-B 4:21.46
浅野とこは(2) GR 澤藤　真華(2) 野村　果鈴(1) 竹村　夕菜(2)
山中　　瞳(2) 甲斐　礼乃(1) 稲田　　想(2) 堀　　心菜(1)
谷中　　鈴(2) 打田亜弓加(2) 中里安有香(2) 野村　玲奈(1)
平岡　萌夏(2) 伊藤すずな(1) 平田　里菜(2) 稲田　　楓(3)
中出　里央(5) 1m61 辻　　莉子(1) 1m30 舘　　果南(1) 1m25
鈴鹿高専 GR 亀山高 鈴鹿高

松岡　美里(1) 1m25
神戸高

中﨑　仁絵(2) 5m15(+0.3) 浅野　玲奈(1) 5m06(0.0) 谷中　　鈴(2) 4m67(-0.3) 池山　優花(3) 4m64(+0.3) 鈴木あかり(1) 4m64(+0.5) 平子　　希(1) 4m63(-0.7) 白﨑結希乃(1) 4m45(-0.7) 辻　　莉子(1) 4m25(+3.1)
至学館大 至学館大 鈴鹿高 津商高 津商高 神戸高 亀山高 亀山高 公認4m23(+0.4)

村松　歩佳(2) 10m04(+4.0) 松岡　美里(1) 9m91(+3.1) 谷中　　鈴(2) 9m65(+6.7) 鈴木あかり(1) 9m48(+3.9) 平子　　希(1) 9m36(+2.4)
鈴鹿高専 *F5 神戸高 公認記録なし 鈴鹿高 *F5 津商高 公認記録なし 神戸高 *F1

公認9m78(+1.2) 公認9m45(+1.0) 公認9m16(+0.6)

岩本　乙夏(1) 12m10 伊川　綾子 11m48 伊藤梨衣奈(1) 10m80 大田　麻弥(1) 8m18
稲生高 GR ロケット団 亀山高 津西高
岩本　乙夏(1) 35m26 別所　真衣(2) 34m98 大田　麻弥(1) 26m96 竹内　愛理(2) 25m85 伊藤梨衣奈(1) 25m50 鈴木　晴佳(1) 25m42
稲生高 GR 稲生高 GR 津西高 津商高 亀山高 津西高
伊川　綾子 40m52 釜谷梨里衣(1) 29m48
ロケット団 稲生高
立木玖実子 35m69 高橋　和花(2) 34m61 鈴木　晴佳(1) 34m43 米山　咲衣(1) 20m19
ロケット団 四日市南高 津西高 鈴鹿高

凡例  KJ:県中学記録 SJR:鈴鹿市中学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり *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 *F4:４回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高 *F8:2番目の記録による順位

9月17日
一般女子　100m

風：-1.0

9月16日
一般女子　200m

風：-0.5

9月16日 一般女子　800m

9月17日 一般女子　1500m

9月16日 一般女子　3000m

9月17日 一般女子　4×400mR

9月16日 一般女子　走高跳

9月17日
一般女子　100mH

風：-0.9

9月16日 一般女子　400mH

9月16日 一般女子　4×100mR

9月16日 一般女子　走幅跳

9月17日 一般女子　三段跳

9月16日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

9月17日 一般女子　円盤投(1.000kg)

9月17日 一般女子　ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

9月16日 一般女子　やり投(600g)


