
ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

ス タ ー ト 審 判 長 谷　映親

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

佐藤　壮汰(3) 11.30(-1.7) 沢井　泰士(3) 11.32(+0.7) 上野　正汰(2) 11.35(-1.0) 山北　裕介(2) 11.43(+0.7) 清田　尚弥(1) 11.44(-1.7) 牟田　　大地(3) 11.47(+0.2) 宇治田　圭佑(3) 11.50(-1.0)
三重大医陸 神戸高 四日市工高 白子高 皇學館大 津西高 四日市南高

上村　　壮汰(2) 11.44(+0.7)
津西高

宇治田　圭佑(3) 22.89(-1.1) 牟田　　大地(3) 22.96(-1.1) 上村　　壮汰(2) 23.01(-1.1) 長谷川　健 23.03(-1.2) 向井　羽汰(2) 23.07(-2.5) 鶴井　　康裕(3) 23.33(-1.1) 清水　　尚輝(3) 23.56(-1.2) 山北　裕介(2) 23.67(-1.2)
四日市南高 津西高 津西高 三重マスターズ 亀山高 稲生高 稲生高 白子高
長谷川　健 49.40 松本　　康佑(3) 51.62 沢井　泰士(3) 51.65 鶴井　　康裕(3) 51.93 向井　羽汰(2) 52.05 鈴木　滉生(2) 52.05 清水　翼(2) 52.05 今村　　寿輝也(3) 52.58
三重マスターズ 津西高 神戸高 稲生高 亀山高 四日市工高 四日市西高 *TK 稲生高
佐藤　駿太(3) 1:58.87 松下　　滉平(3) 1:59.45 加世堂　懸(J3) 2:02.26 竹中　泰知 2:04.41 南部　　翔(2) 2:05.54 芦生　陽紀(2) 2:05.87 藤本　　拓弥(2) 2:06.19 伊東　良将(2)
四日市西高 津西高 川越陸少ＪＨ teamF.O.R 稲生高 四日市高 稲生高 四日市農芸高
近藤　啓太(S2) 4:01.15 加世堂　懸(J3) 4:07.08 松石　直樹(3) 4:07.32 倉本　晃羽(3) 4:07.52 磯尾　友規 4:09.06 竹中　泰知 4:09.13 中村　匠(3) 4:10.92 雨澤　優太(J3) 4:17.16
鈴鹿高専 川越陸少ＪＨ 中部大 白子中 teamF.O.R teamF.O.R 四日市西高 ＹウェルネスＣ
近藤　啓太(S2) 8:47.22 松石　直樹(3) 8:59.46 磯尾　友規 9:00.99 名和　将晃(3) 9:23.42 平田　凛太朗(2) 9:26.37 曽越　大成(H2) 9:28.40 雨澤　優太(J3) 9:36.12 吉井　尊(2) 9:36.92
鈴鹿高専 中部大 teamF.O.R 四日市南高 白子中 熊野ＲＣ ＹウェルネスＣ 亀山高
今村　　寿輝也(3) 15.91(-0.5) 佐々木　由治 15.93(-0.5) 竹村　颯真(3) 15.96(-0.5) 佐脇　大政(1) 16.38(-0.5) 福西　　彪太(1) 18.98(-0.5) 仲　隼平(H2) 20.07(-0.5)
稲生高 三重陸協 三重大 稲生高 稲生高 熊野ＲＣ

中川　拓己(3) 18.98(-0.5)
神戸高

三谷　大河(3) 57.79 石井　泰誠(3) 1:05.88
皇學館大 いなべ総合高
いなべ総合高A 44.54 神戸高 45.15 津工高A 45.51 熊野ＲＣA 47.85 津西高 53.26
片山　愛士(3) 永井　宏樹(2) 若林　亮(2) 濱口　航(H2) ｼﾞｮｰﾝｽﾞ　 ｲｰｻﾝ(3)
伊藤　太一(3) 沢井　泰士(3) 岡　翔弥(2) 石垣　遙陽(H1) 岡本　　宰(2)
神谷　龍之介(3) 中川　拓己(3) 落合　翔(2) 上中　亮 上村　　壮汰(2)
池田　圭吾(3) 村西　一真(3) 辻　大輝(3) 仲　隼平(H2) 中垣内　　太智(2)
小倉　航弥 (2) 1m85 岡﨑　稜汰(3) 1m85 竹村　颯真(3) 1m80 中川　拓己(3) 1m70
至学館大 鈴鹿高専 三重大 神戸高
福本　雅樹(1) 6m40(+1.2) 城田　隼佑 6m14(-0.4) 笠木　辰也 6m09(+1.8) 草山　尚暉(3) 6m06(+1.0) 松尾　頼憲 5m92(+0.8) 長谷川　新悟(3) 5m91(+1.5) 来田　駿介(3) 5m85(+1.4) 村西　一真(3) 5m77(-0.2)
亀山高 米鈴AC Ｉｓｅ　ＴＣ 神戸高 Ｉｓｅ　ＴＣ 四日市工高 四日市南高 神戸高
小田　千喜(4) 53m03 平山　貴大(3) 48m68 大橋　　晴也(2) 46m84 中野　　太貴(3) 45m06 鈴木　智貴(3) 41m71 神谷　龍之介(3) 40m67 上田中　玲治(1) 18m26
三重大 三重大 四中工高 稲生高 いなべ総合高 いなべ総合高 稲生高
齊藤　永真(3) 14m22 中村　侑雅(3) 10m51 山添　　琳玖翔(2) 9m65 森岡　　隼輝(1) 8m63
神戸高 津工高 稲生高 稲生高
山添　　琳玖翔(2) 41m45 齊藤　永真(3) 38m97 中村　侑雅(3) 32m59 森岡　　隼輝(1) 29m02 中嶋　友聡(1) 23m84
稲生高 神戸高 津工高 稲生高 稲生高

5月3日 中学・一般男子　3000m

5月3日 中学・一般男子　800m

5月3日 中学・一般男子　1500m

5月3日 高校男子　円盤投(1.750kg)

5月3日 一般男子　走幅跳

5月3日 一般男子　やり投(800g)

5月3日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

5月3日 一般男子　400mH

5月3日 一般男子　4×100mR

5月3日 一般男子　走高跳

5月3日 一般男子　400m

5月3日 一般男子　110mH

8位

5月3日 一般男子　100m

5月3日 一般男子　200m

第２回　鈴鹿市記録会 【19230705】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2019/05/03 ～ 2019/05/03

【一般の部】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

ス タ ー ト 審 判 長 谷　映親

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 8位

第２回　鈴鹿市記録会 【19230705】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2019/05/03 ～ 2019/05/03

【一般の部】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

一色　美咲 12.53(-1.0) 飯田　英恵(3) 12.89(-1.0) 橋口　義美(3) 12.92(-1.0) 稲田　楓(1) 13.13(-1.0) 杉本　琴(2) 13.31(-1.0) 羽根　のどか(3) 13.37(-1.0) 瀬古　真穂(2) 13.40(-1.0) 舘　奈々美(2) 13.55(-1.4)
NTN セントヨゼフ高 四日市商高 愛知学院大 四日市商高 四日市商高 いなべ総合高 四日市商高
一色　美咲 26.07(-1.2) 打田　亜弓加(3) 28.27(-1.2) 加藤　早紀(3) 28.62(-1.2) 舘　実咲(3) 29.72(-1.2) 小倉　海岬(3) 30.80(-1.3) 植松　百音(3) 31.12(-1.3)
NTN 神戸高 四日市農芸高 四日市農芸高 白子高 セントヨゼフ高
林　宏香(3) 1:03.53 中西　菜々子(1) 1:04.03 甲斐　礼乃(2) 1:05.61 碓井　彩香(2) 1:06.39 植松　百音(3) 1:10.15 中根　啓賀(3) 1:10.50
いなべ総合高 皇學館大 神戸高 神戸高 セントヨゼフ高 亀山高
松本　未空(2) 2:17.78 平野　里歩(2) 2:22.34 天野　妃奈子 2:25.12 井山　すず佳(3) 2:26.69 前田　あおい(3) 2:27.43 甲斐　礼乃(2) 2:29.01 渡邉　心音(3) 2:31.19 石川　凜(J2) 2:31.41
平田野中 多度中 teamF.O.R 一志中 亀山中 神戸高 陵成中 川越陸少ＪＨ
天野　妃奈子 4:56.36 井山　すず佳(3) 5:01.70 田邊　結菜(3) 5:03.37 石川　凜(J2) 5:04.06 渡邉　耀(3) 5:04.51 前田　あおい(3) 5:09.45 新開　美玖(3) 5:11.38 小畑　文乃(J3) 5:12.30
teamF.O.R 一志中 大池中 川越陸少ＪＨ 川越中 亀山中 白子中 川越陸少ＪＨ
坂本　喜子 9:55.50 市川　紗衣(3) 11:36.41
teamF.O.R いなべ総合高
新貝　桃子(4) 14.23(-1.3) 稲田　楓(1) 15.08(-1.3) 東　優香(3) 15.83(-1.3) 時田　夢実(H3) 16.83(-1.3)
皇學館大 愛知学院大 いなべ総合高 熊野ＲＣ
原口　未来(2) 1:09.71 金森　末帆(3) 1:12.72 岡田　華穂(2) 1:12.86 早川　愛菜(3) 1:13.27
四日市商高 いなべ総合高 四日市商高 神戸高
神戸高 52.97
打田　亜弓加(3)
宇坂　美咲(2)
松岡　美里(2)
早川　愛菜(3)
阿部　汐莉(2) 1m55 辻　莉子(2) 1m35 竹田　　高嶺(1) 1m35 佐藤　妃那之(3) 1m30
四日市商高 亀山高 稲生高 いなべ総合高
大門　あい(3) 1m55
鈴鹿高専
浅野　玲奈(2) 5m15(+1.1) 村岡　紗千(1) 5m04(+1.6) 中崎　仁絵(3) 4m95(+0.9) 荒木　優花(3) 4m94(+1.7) 辰巳　奈那(1) 4m90(+0.5) 平子　希(2) 4m76(+1.2) 山野　綾香(1) 4m74(+0.4) 松岡　美里(2) 4m69(+1.8)
至学館大 神戸高 至学館大 四日市商高 皇學館大 神戸高 皇學館大 神戸高
岩出　　奈那美(3) 9m76 稗田　果音(H3) 8m23
津西高 熊野ＲＣ
釜谷　　梨里衣(2) 28m48 柴﨑　遥香(3) 26m59 酒井　玲音(1) 23m44
稲生高 四日市商高 神戸高
吉田　涼奈(2) 45m33 釜谷　　梨里衣(2) 40m69
神戸高 稲生高
柴﨑　遥香(3) 30m80 鈴木　若葉(1) 21m74
四日市商高 稲生高

凡例  *TK:着差あり

5月3日 一般女子　やり投(600g)

5月3日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

5月3日 一般女子　円盤投(1.000kg)

5月3日 一般女子　ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

5月3日 一般女子　走高跳

5月3日 一般女子　走幅跳

5月3日 一般女子　100mH

5月3日 一般女子　400mH

5月3日 一般女子　4×100mR

5月3日 一般女子　200m

5月3日 一般女子　400m

5月3日 一般女子　3000m

5月3日 中学・一般女子　800m

5月3日 中学・一般女子　1500m

5月3日 一般女子　100m


