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日付 種目

吉川　翔貴 10.94(-1.0) 伊藤　和磨(3) 11.09(-1.0) 沢井　泰士(2) 11.43(-0.3) 香月　岳彦(2) 11.46(-1.0) 前川拳太郎 11.51(-1.0) 櫻井　康平(2) 11.51(-0.3) 笠木　辰也 11.61(+0.3) 笠井　　響(3) 11.63(-0.3)
ASSA-TC 津西高 神戸高 鈴鹿高 ASSA-TC 三重大医陸 Ise TC 鈴鹿高
中西　佑輔 50.09 鶴井　康裕(2) 51.06 吉澤　亮我(4) 51.48 西山　琉斗(2) 51.61 松本　康佑(2) 53.02 滝谷健太郎(2) 53.68 瀬田　雄星(3) 53.70 若林　将司(2) 53.78
ULTIMAT 稲生高 皇學館大 稲生高 津西高 高田高 鈴鹿高 鈴鹿高
永戸悠太郎(2) 4:17.53 松下　滉平(2) 4:22.93 藤谷　里玖(2) 4:23.64 末次　貴弘 4:24.11 市川　侑聖(3) 4:26.64 濵田　大暉(1) 4:26.91 川北　健斗(2) 4:27.22 小川　海里(1) 4:30.59
三重大 津西高 津西高 四日市TFC 稲生高 津西高 稲生高 津西高
小川エンリケ(2) 1m90 門谷　梓央 1m85 湯淺　陽斗(2) 1m75 楠井　爽太(1) 1m70 酒井　　心(1) 1m70 山本　莉生(1) 1m60
亀山高 三重陸協 亀山高 高田高 亀山高 亀山高
村島　佑樹(1) 6m42(+1.4) 岡本　　宰(1) 6m28(+2.6) 平松　友紀(3) 6m16(+1.9) 草山　尚暉(2) 6m15(+2.9) 伊藤　諒ニ(2) 5m93(+1.7) 水谷　琉来(2) 5m90(+1.8) 長谷川尚弥(3) 5m88(+1.9) 村西　一真(2) 5m68(+1.6)
高田高 津西高 *F3 津西高 神戸高 公認記録なし 亀山高 鈴鹿高 白山高 神戸高

公認6m26(+1.9)

濱崎　康平 67m48 小田　千喜(3) 56m90 山口慎太朗(6) 56m19 平山　貴大(2) 51m04 稲垣　慎一(5) 44m12 平井　健太(1) 42m55 竹下　　諄(2) 40m37 天野　賢玖(1) 29m90
三重陸協 三重大 三重大医陸 三重大 三重大 津西高 亀山高 高田高
熊川　依吹(1) 12m93 齊藤　永真(2) 12m55 中野　太貴(2) 12m24 三井　康平(2) 11m44 寺本　翔真(2) 9m53 五家　凌雄(3) 9m31 石井　平和(2) 8m75 奥田陽太郎(1) 8m61
白山高 神戸高 稲生高 稲生高 白山高 白山高 稲生高 津西高
岩﨑　優華(3) 12.87(+0.7) 江平　春花 12.91(+0.7) 古市穂乃佳(2) 13.09(+0.7) 西田　圭那(3) 13.14(+0.7) 青木　愛莉(1) 13.43(+0.7) 松井　結菜(2) 13.46(+0.7) 谷口きらら(1) 13.65(-0.7) 加藤　早紀(2) 13.77(+0.7)
鈴鹿高 RKTD 皇學館大 三重大 亀山高 高田高 高田高 四日市農芸高
平岡　萌夏(2) 59.21 山中　　瞳(2) 1:00.13 澤藤　真華(2) 1:02.33 小寺　まり 1:04.10 林　奈津子(1) 1:07.49 中根　啓賀(2) 1:08.83 早川　愛菜(2) 1:10.01
鈴鹿高 鈴鹿高 神戸高 ULTIMAT 亀山高 亀山高 神戸高
甲斐　礼乃(1) 5:19.91 伊藤すずな(1) 5:25.38 前川　遥香(2) 5:27.46 碓井　彩香(1) 5:30.64 北川　日菜(1) 5:36.35 佐々木希望(1) 5:41.61 岡　　夕鶴(2) 5:43.31 駒田　真央(1) 6:27.42
神戸高 神戸高 神戸高 神戸高 神戸高 鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高
松岡　美里(1) 1m35
神戸高
辻　　莉子(1) 1m35
亀山高
谷中　　鈴(2) 4m68(+0.7) 村田　唯莉(1) 4m61(+2.2) 平子　　希(1) 4m57(+0.6) 白﨑結希乃(1) 3m79(+1.8) 三尾　朋子 3m66(+1.7)
鈴鹿高 高田高 公認4m54(+0.9) 神戸高 亀山高 橋南スポク
伊藤梨衣奈(1) 10m69 近藤　　夢(3) 10m68 岩出奈那美(2) 9m55
亀山高 亀山高 津西高
鈴木　晴佳(1) 32m92
津西高

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

一般男子　1500m

第４回　鈴鹿市記録会【18230739】　
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2018/06/03 ～ 2018/06/03

【一般の部】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

6月3日 一般男子　走高跳

6月3日 一般男子　走幅跳

8位

6月3日 一般男子　100m

6月3日 一般男子　400m

6月3日

6月3日 一般女子　100m

6月3日 一般男子　やり投(800g)

6月3日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

6月3日 一般女子　400m

6月3日 一般女子　1500m

6月3日 一般女子　走高跳

6月3日 一般女子　走幅跳

6月3日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

6月3日 一般女子　やり投(600g)


