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日付 種目

清水　隆成(3) 9.68 磐城　泰惺(3) 10.51 柴田　有太(3) 10.65 細田　拓志(3) 10.90 北村　　俊(3) 11.07 濱本　悠斗(3) 11.13 山口　由翔(3) 11.48 梅林　瑛太(3) 11.81
旭が丘小 GR 石薬師RC 神戸小 明生小 ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC
矢田　楓真(4) 15.19 水谷　太一(4) 15.35 橋倉　章人(4) 15.61 廣田　侑登(4) 15.63 米川　衛史(4) 16.24 矢田　匠平(4) 16.33 宮下　英大(4) 16.50 末藤　琉新(4) 16.57
石薬師RC 石薬師RC 一ノ宮 神戸小 ASSA-TC ASSA-TC 一ノ宮 イムラＡＡ
加藤光一郎(5) 14.84 リバデネイラジェレミ(5) 15.99 浦口　夢斗(5) 16.17 大橋　健人(5) 16.41 古川　　倖(5) 16.41 坂本　健輔(5) 16.41 鈴木　絢世(5) 16.46
イムラＡＡ 一ノ宮小 一ノ宮小 ASSA-TC イムラＡＡ *TK イムラＡＡ *TK ASSA-TC
児波　　賢(6) 13.85 小川　碧斗(6) 14.11 林　龍都哉(6) 15.15 河野　暖久(6) 15.41 奥山　陽太(6) 16.43 吉元　優冬(6) 16.74 堀　涼大朗(6) 17.03
石薬師RC 石薬師RC 一ノ宮 一ノ宮小 一ノ宮小 神戸小 神戸小
小泉　鷹兜(5) 2:44.19 橋倉　和輝(6) 2:45.34 北村　　航(6) 2:48.57 山際隆之介(6) 2:50.65 桑畑　捷斗(5) 2:54.60 今光　奏太(6) 2:57.72
石薬師RC 一ノ宮 ASSA-TC 石薬師RC 神戸小 神戸小
松永　　誠(5) 24.34
イムラＡＡ
石薬師RC 56.23 イムラＡＡ 1:00.09 ASSA-TC 1:02.25
戸本　駿太(6) 加藤光一郎(5) 田口　輝季(5)
小川　碧斗(6) 篠木　咲人(6) 永濱　　准(6)
山際隆之介(6) 大川　大和(6) 北村　　航(6)
児波　　賢(6) 坂本　健輔(5) 山路　陽彩(6)
永濱　　准(6) 1m25 戸本　駿太(6) 1m15
ASSA-TC 石薬師RC
大川　大和(6) 4m27(+0.5) 山路　陽彩(6) 3m61(+0.9) 篠木　咲人(6) 3m54(+0.8) 田口　輝季(5) 3m18(+0.6)
イムラＡＡ ASSA-TC イムラＡＡ ASSA-TC
岡田　幸樹(5) 50m86 竹尾　　斐(5) 36m90 石井　琉稀(5) 30m60
石薬師RC 一ノ宮 石薬師RC
佐藤　希笑(3) 10.36 市川　未徠(3) 10.58 徳山　蒼菜(3) 10.81 鈴木　萌生(3) 10.85 中井つむぎ(3) 10.85 北川　結梨(3) 10.90 阿部　紗弓(3) 10.94 多賀野心緒(3) 11.01
石薬師RC 石薬師RC ASSA-TC イムラＡＡ 神戸小 *TK 河曲小 石薬師RC イムラＡＡ
松井　由奈(4) 15.57 宮崎　桃果(4) 15.89 村田　帆菜(4) 16.45 戸本　花奈(4) 16.63 山際くるみ(4) 16.73 山田　蒼來(4) 16.74 鈴木　光莉(4) 17.41 別府　郁美(4) 17.42
イムラＡＡ イムラＡＡ ASSA-TC 石薬師RC 石薬師RC 神戸小 石薬師RC ASSA-TC
中垣内万尋(5) 15.11 谷本　陽菜(5) 15.75 鈴木香里奈(5) 16.89 鈴木アンナ(5) 17.05 森ノ木　蘭(5) 17.51 松田　春瑠(5) 18.24 千原　愛珠(5) 18.72
イムラＡＡ ASSA-TC 石薬師RC 清和小 清和小 神戸小 ASSA-TC
中山　結愛(6) 15.95 羽田　優奈(6) 16.08 蔵辻　実奈(6) 16.43 田中　茉優(6) 17.22
一ノ宮小 深伊沢小 一ノ宮小 石薬師RC
鈴木　光咲(6) 2:38.02 山田　和花(6) 2:38.31 近藤　百晏(6) 2:39.79 岩本　　凛(6) 2:49.32 村木玲美乃(6) 2:51.69 三杉　一桜(5) 3:10.39 安部このみ(5) 3:17.36
石薬師RC ASSA-TC ASSA-TC イムラＡＡ 石薬師RC 神戸小 神戸小
イムラＡＡ 59.57 ASSA-TC 59.64 石薬師RC 1:03.74
永野　志帆(5) 三島柑莉亜(6) 横井　柚香(6)
中垣内万尋(5) 近藤　百晏(6) 鈴木　光咲(6)
岩本　　凛(6) 山田　和花(6) 田中　茉優(6)
宮崎　藍果(6) 森　　美玲(6) 村木玲美乃(6)
永野　志帆(5) 1m15 門谷　朝凪(6) 1m10 森　　美玲(6) 1m10 深見　美帆(5) 1m10 金原　由実(5) 1m05
イムラＡＡ ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC

横井　柚香(6) 1m10
石薬師RC

宮崎　藍果(6) 4m90(+2.8) 水谷　柚衣(6) 3m41(+2.3) 三島柑莉亜(6) 3m25(+1.4) 板谷　桃嘉(6) 2m85(+0.9) 内山　　宙(5) 2m68(+0.9) 佐藤　愛翔(5) 2m64(+2.1)
イムラＡＡ SER,GR,*F3 一ノ宮小 *F5 ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC ASSA-TC *F1

公認4m70(+0.4) 公認3m39(+0.3) 公認2m60(+1.4)

深見　紗矢(5) 32m78 橋本　怜奈(5) 32m00
ASSA-TC ASSA-TC
ASSA-TC 1:01.99 石薬師RC-B 1:02.91 イムラＡＡ 1:03.05 神戸小-A 1:07.13 石薬師RC-A 1:08.17 神戸小-B 1:13.74
深見　紗矢(5) 山際くるみ(4) 宮崎　桃果(4) 山田　蒼來(4) 田中　咲季(4) 三杉　一桜(5)
谷本　陽菜(5) 戸本　花奈(4) 松井　由奈(4) 松田　春瑠(5) 鈴木　光莉(4) 安部このみ(5)
大橋　健人(5) 矢田　楓真(4) 矢倉　隆彰(4) 廣田　侑登(4) 石井　琉稀(5) 池口　　守(4)
鈴木　絢世(5) 水谷　太一(4) 松永　　誠(5) 桑畑　捷斗(5) 小泉　鷹兜(5) 李　　誠(4)

凡例  SER:鈴鹿市小学記録 GR:大会記録 *TK:着差あり *F1:１回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F5:５回目が公認最高

7位

6月3日
小学男子　3年　60m

風：-0.9

8位

第34回三重県小学生陸上競技大会鈴鹿市予選会 兼 第34回鈴鹿市小学生陸上競技大会　【18230730】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2018/06/03 ～ 2018/06/03

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月3日
小学男子　4年　100m

風：+0.2

6月3日
小学男子　5年　100m

風：-2.0

6月3日
小学男子　6年　100m

風：-2.1

6月3日 小学男子　5･6年800m

6月3日
小学男子　5･6年80mH

風：-0.5

6月3日 小学男子　5･6年4×100mR

6月3日
小学女子　3年　60m

風：-2.3

6月3日 小学男子　5･6年走高跳

6月3日 小学男子　5･6年走幅跳

6月3日
小学男子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

6月3日
小学女子　4年　100m

風：+1.2

6月3日
小学女子　5年　100m

風：-2.8

6月3日
小学女子　6年　100m

風：-2.6

6月3日 小学女子　5･6年800m

6月3日 小学女子　5･6年4×100mR

6月3日 小学女子　5･6年走高跳

6月3日 小学女子　5･6年走幅跳

6月3日
小学女子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

6月3日 小学　混合4×100mR


