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記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

中山　智貴(3) 11.12(+0.3) 水谷　玲仁(3) 11.54(+0.3) 福田　昂太(J3) 11.55(+0.3) 今村　則斗(J3) 11.57(+0.3) 渡辺　悠斗(3) 11.60(+0.3) 佐々木　薫(3) 11.73(+0.5) 吉田　有輝(2) 11.82(+0.5) 古川　直(3) 11.89(+0.5)
亀山中部中 高田中 熊野ＲＣ ＹウェルネスＣ 鼓ヶ浦中 尾鷲中 鼓ヶ浦中 四日市南中
中山　智貴(3) 22.29(-0.5) 水谷　玲仁(3) 22.96(-0.5) 渡辺　悠斗(3) 23.22(-0.5) 佐々木　薫(3) 23.36(-0.5) 林　海翔(3) 23.57(-0.5) 吉田　有輝(2) 23.78(-0.3) 中溝　裕貴(3) 23.86(-0.5) 野内　日出(3) 23.98(-0.3)
亀山中部中 高田中 鼓ヶ浦中 尾鷲中 一身田中 鼓ヶ浦中 山手中 高田中
川久保　潤(3) 54.02 杉﨑　悠大(3) 55.50 木村　颯翔(3) 55.63 塚原　達也(2) 55.79 江上　　知輝(3) 55.82 谷口　諒弥(3) 55.99 井手　一稀(3) 56.22 伴　優英(2) 56.23
神戸中 神戸中 橋南中 亀山中部中 三雲中 度会中 白子中 一身田中
岳野　迪也(J3) 15.46(-0.9) 森　一真(J3) 15.56(-0.9) 吉田　悠介(3) 16.27(-0.9) 前川　鎮秀(3) 17.06(-1.0) 小林　　琉希(3) 17.35(-0.9) 臼井　嵩翔(3) 17.99(-0.2) 安田　俊太(J2) 18.76(-0.2) 石田　大翔(J2) 18.77(-0.2)
熊野ＲＣ アスリートＹ 神戸中 西郊中 三雲中 亀山中 アスリートＹ アスリートＹ

菅原　雅晴(2) 18.77(-0.2)
楠中 *TK

鼓ヶ浦中A 44.91 高田中 45.89 亀山中部中A 46.26 千代崎中A 47.07 白子中A 47.14 四日市南中A 48.74 南が丘中A 48.86 ゆめが丘RC 48.90
秋田　琉希(3) 髙橋　真央(3) 浅野　晃輝(3) 近藤　遼空(2) 松永　陸(2) 田中　大馳(2) 湯浅　圭司(3) 髙島　響(2)
吉田　有輝(2) 西村　和将(3) 塚原　達也(2) 東　蓮(2) 井手　一稀(3) 太田　伊織(3) 川又　悠生(3) 前川　真誉(1)
久保　賢志朗(3) 野内　日出(3) 中山　智貴(3) 山口　煌弥(2) 柳田　健次(3) 田邊　大悟(3) 橋本　大輝(3) 中森　大智(1)
渡辺　悠斗(3) 水谷　玲仁(3) 井上　聖琉(2) 宮﨑　航也(3) 松浦　陸(2) 古川　直(3) 勝井　陽大(3) 前川　直誉(3)
竹内　洸貴(3) 1m70 川瀬　航輝(3) 1m70 島田　　恭輔(3) 1m60 西岡　楓(3) 1m60 小林　　琉希(3) 1m55
久居西中 鳥羽東中 鈴峰中 八風中 三雲中

石井　光稀(2) 1m55
平田野中
伊藤　匡佑(3) 1m55
八風中
前川　鎮秀(3) 1m55
西郊中

三浦　翔雅(3) 2m90 桒原　大輝(J3) 2m60
陵成中 熊野ＲＣ
中野　陽(3) 5m98(-0.1) 大倉　士季(3) 5m60(-1.2) 橋本　大輝(3) 5m54(-0.6) 伊藤　悠真(3) 5m44(-0.5) 岸田　拓真(3) 5m36(0.0) 磯部　釉稀(3) 5m34(-0.6) 浦崎　　倖碧(3) 5m32(-0.4) 小林　洋音(3) 5m24(-0.2)
紀北中 久居中 南が丘中 鼓ヶ浦中 鈴鹿中 陵成中 三雲中 神戸中
橋本　大輝(3) 11m58(-0.4) 西岡　楓(3) 11m29(+0.6) 小林　洋音(3) 11m25(+0.9) 大倉　士季(3) 10m90(+1.3) 河原崎　湧太(3) 10m86(+1.0) 伊藤　優佑(2) 10m72(+0.2) 伊藤　匡佑(3) 10m06(-0.3)
南が丘中 八風中 神戸中 久居中 楠中 正和中 八風中
松岡　佳和(2) 11m99 橋本　渉(3) 11m61 濱田　茉裕(3) 11m51 日髙　　廉(3) 10m16 石田　悠悟(3) 9m65 松尾　朋哉(3) 8m29 小西　　啓太(3) 7m98 市川　智大(3) 7m95
正和中 一身田中 紀北中 三雲中 亀山中部中 潮南中 鈴峰中 亀山中部中
藤原　琢磨(2) 26m58 橋本　渉(3) 26m54 日髙　　廉(3) 26m43 小倉　大輝(3) 26m21 石田　悠悟(3) 23m78 梅本　　蒼大(3) 22m07 奥川　　翔也(3) 21m70 山下　力斗(3) 19m64
白子中 一身田中 三雲中 亀山中 亀山中部中 三雲中 三雲中 潮南中
樋口　七海(3) 12.33(+0.6) 清水　彩加(2) 12.69(+0.6) 松原　美空(3) 12.91(+0.6) 前川　優奈(J3) 12.95(+0.6) 山本　真菜(3) 13.07(+0.6) 上野　叶夢(2) 13.08(-0.4) 古川　智未(3) 13.08(+0.6) 徳山　叶愛(2) 13.25(-0.4)
美杉中 白子中 白子中 松阪走塾 度会中 山手中 富田中 白子中
樋口　七海(3) 25.22(-0.5) 清水　彩加(2) 26.38(-0.5) 前川　優奈(J3) 26.67(-0.5) 森口　和果(3) 26.80(-0.5) 上野　叶夢(2) 26.89(-0.5) 山本　真菜(3) 26.93(-0.5) 徳山　叶愛(2) 27.23(-0.5) 松本　未空(2) 27.69(-0.7)
美杉中 白子中 松阪走塾 亀山中 山手中 度会中 白子中 平田野中
古川　智未(3) 15.20(-2.0) 清水　寧々(3) 15.54(-2.0) 服部　りら(3) 15.88(-2.0) 大森　心葉(2) 16.19(-2.0) 平岡　夢萌(J2) 16.39(-2.0) 石川　陽那菜(J3) 16.49(-2.0) 後藤　杏実(J1) 16.96(-0.6) 樋口　愛琉(J3) 17.04(-0.6)
富田中 八風中 鼓ヶ浦中 嬉野中 アスリートＹ アスリートＹ アスリートＹ Smail TFL
白子中A 49.61 神戸中A 51.82 富田中 52.24 度会中A 52.37 一身田中A 52.75 山手中A 53.03 神戸中B 53.05 千代崎中A 53.12
清水　彩加(2) 山路　彩乃(3) 渡邉　悠莉香(2) 杉本　藍香(3) 藤山　実央(3) 舘　萌加(2) 仲野　優夢(2) 山中　咲季(3)
徳山　叶愛(2) 三杉　光(2) 太田　風花(3) 山本　真菜(3) ダンボン　アレクサンドレア(2) 上野　叶夢(2) 鈴木　心々咲(3) 黒木　唯香(2)
中村　美穂(3) 一尾　瑠華(2) 草野　亜依(2) 間道　由希恵(3) 濵口　和菜(2) 佐藤　朱夏(2) 山中　咲空(3) 山際　乃愛(3)
松原　美空(3) 北川　桃花(3) 古川　智未(3) 服部　星那(3) 水谷　優希(3) 橋本　実(3) 玉村　裕那(2) 加納　瑞姫(3)
間道　由希恵(3) 1m55 若林　姫伽(3) 1m50 内田　鈴音(2) 1m45 吉岡　万桜(2) 1m40 ダンボン　アレクサンドレア(2) 1m40 松本　望(2) 1m40
度会中 亀山中 一志中 一志中 一身田中 度会中

佐久間　寿珠香(2) 1m40 稲垣　華花(3) 1m40
亀山中部中 一身田中

中田　桜(J3) 2m20
熊野ＲＣ
森口　和果(3) 5m28(+0.7) 樋口　愛琉(J3) 5m18(+1.9) 宮崎　藍果(J1) 5m12(+1.1) 中村　里菜(3) 5m06(+2.0) 末藤　新菜(2) 4m94(+1.4) 加藤　　日菜子(3) 4m72(+1.0) 永井　柚里奈(3) 4m64(+0.1) 瓜生　乃愛(3) 4m59(+0.9)
亀山中 Smail TFL イムラＡＡ 白山中 橋北中 三雲中 山手中 千代崎中
伊藤　陽和(3) 10m32(+0.5) 境　文音(3) 9m93(+0.6) 三好　　希海(2) 9m27(+1.0) 前田　　茜(2) 9m19(+0.9) 羽田　　睦月(2) 8m86(+0.8) 村上　　万弓花(2) 8m83(+0.2) 山田　　萌木(3) 8m74(+0.8) 沖　　陽向(2) 8m21(+1.4)
久居中 八風中 鈴峰中 鈴峰中 鈴峰中 鈴峰中 鈴峰中 鈴峰中
笠木　環那(2) 10m63 有馬　希愛(3) 10m44 小屋口　真白(3) 10m13 森倉　あい(3) 9m56 服部　百花(2) 9m27 薮田　杏美(3) 9m17 伊藤　萌夏(3) 9m14 島田　朔良(3) 8m95
鼓ヶ浦中 南が丘中 鈴峰中 飛鳥中 鼓ヶ浦中 神戸中 創徳中 一身田中
薮田　杏美(3) 25m53 鈴木　彩(J3) 24m96 有馬　希愛(3) 21m86 重田　彩(3) 21m17 島田　朔良(3) 20m96 藤谷　仁子(3) 20m83 伊藤　杏有(3) 20m71
神戸中 熊野ＲＣ 南が丘中 多度中 一身田中 橋南中 多度中

泉　琉花(3) 24m96
多度中

凡例  *TK:着差あり

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

【中学生の部】　　※ ８００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍは一般の部に掲載しています。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月3日 中学男子　100m

5月3日 中学男子　200m

5月3日 中学男子　400m

5月3日 中学男子　走高跳

5月3日 中学男子　110mYH

5月3日 中学男子　4×100mR

5月3日 中学男子　棒高跳

5月3日 中学男子　走幅跳

5月3日 中学男子　三段跳

5月3日 中学女子　200m

5月3日 中学女子　100m

5月3日 中学男子　砲丸投(5.000kg)

5月3日 中学男子　円盤投(1.500kg)

5月3日 中学女子　100mH

5月3日 中学女子　4×100mR

5月3日 中学女子　走高跳

5月3日 中学女子　砲丸投(2.721kg)

5月3日 中学女子　円盤投(1.000kg)

5月3日 中学女子　棒高跳

5月3日 中学女子　走幅跳

5月3日 中学女子　三段跳


