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日付 種目

中山　智貴(3) 11.24(-0.6) 向井　羽汰(2) 11.49(-0.6) 長谷川　健 11.59(+0.3) 冨山　瑛斗(2) 11.64(-0.6) 大竹　優哉(2) 11.66(+0.3) 小河　優玖(4) 11.73(-0.6) 伊藤　翔雲(3) 11.74(-0.6)
亀山中部中 亀山高 三重マスターズ 四日市工高 四日市工高 鈴鹿工業高専 海星高

京道　慶(3) 11.64(+0.3)
鈴鹿工業高専

長谷川　健 50.52 湯浅　暁玲 52.15 松田　拓大(3) 52.73 井上　純哉(2) 53.26 渡邉　慎二 53.47 前田　ゆう作(1) 53.67 佐藤　祥真(3) 53.76 赤木　柊介(2) 53.92
三重マスターズ 三重陸協 鈴鹿高 四日市工高 三重陸協 海星高 亀山高 四日市工高
佐藤　榛紀(2) 4:10.09 磯尾　友規 4:11.30 加世堂　懸(3) 4:11.93 竹中　泰知 4:12.22 木下　琉嘉(3) 4:12.65 清尾　琉斗(2) 4:13.63 田中　励弥(2) 4:14.10 加藤　祐介(2) 4:14.91
四日市工高 teamF.O.R 川越中 teamF.O.R 海星高 四日市工高 四日市工高 四日市工高
みどりクリニック 48.67
友田　泰輔
坂本　永吉
水谷　和茂
多賀　善紀
岡﨑　稜汰(3) 1m88 小林　龍弥(2) 1m70
鈴鹿工業高専 鈴鹿工業高専
待鳥　康平 6m42(+3.1) 髙松　海斗(3) 6m23(+3.1) 福本　雅樹(1) 6m19(+3.8) 中野　陽(3) 6m02(+1.8) 水谷　琉来(3) 5m99(+1.0) 古川　直(3) 5m94(+2.1) 友田　泰輔 5m37(+2.5) 小林　洋音(3) 5m26(+3.1)
ろけっと団 公認6m21(+1.9) 鈴鹿工業高専 公認記録なし 亀山高 公認記録なし 紀北中 鈴鹿高 四日市南中 *F3 みどりクリニック 公認記録なし 神戸中 *F1

公認5m79(+0.9) 公認5m15(+1.1)

仲松　正(2) 52m98 泉　光暢(3) 50m55
鈴鹿高 鈴鹿工業高専
池田　響(1) 9m61
鈴鹿工業高専
原田　和佳(4) 13.51(-1.4) 佐野　心愛(1) 13.82(-1.4) 萩原　寧珠(2) 13.93(-1.4) 谷中　鈴(3) 13.94(-1.4) 浅野　とこは(3) 14.15(-1.4) 大西　麻紀子(1) 14.17(-0.3) 有富　貴麗(2) 14.19(-0.3) 大葉　美月(3) 14.21(-1.4)
三重大医陸 鈴鹿高 鈴鹿工業高専 鈴鹿高 鈴鹿高 四日市高 セントヨゼフ高 鈴鹿工業高専
山本　絵美香(1) 1:04.64 澤田　乃亜(2) 1:13.89 永井　心海(1) 1:14.09 西村　優花(2) 1:17.37
四日市高 鈴鹿高 セントヨゼフ高 セントヨゼフ高
坂　実咲 4:54.23 天野　妃奈子 5:01.25 新開　美玖(3) 5:09.39 本多　志(2) 5:13.52 新開　月渚(2) 5:18.72 豊田　真奈美(3) 5:20.46 亀井　陽菜(3) 5:23.17 平畑　凜和(2) 5:23.54
ＡＳＳＡ－ＴＣ teamF.O.R 白子中 白子中 鼓ヶ浦中 神戸中 神戸中 平田野中
萩原　寧珠(2) 19.13(+0.7)
鈴鹿工業高専
鈴鹿工業高専 52.41 鈴鹿高 52.50
大葉　美月(3) 佐々木　優希(1)
毛利　莉子(4) 浅野　とこは(3)
萩原　寧珠(2) 谷中　鈴(3)
村松　歩佳(3) 佐野　心愛(1)
村松　歩佳(3) 1m45
鈴鹿工業高専
宮﨑　藍果(1) 5m33(+2.9) 中村　里菜(3) 5m01(+1.5) 山際　乃愛(3) 4m84(+3.3) 谷中　鈴(3) 4m68(+2.2) 末藤　新菜(2) 4m68(+1.9) 松永　彩良(2) 4m60(+4.3) 上野　遥(3) 4m56(+2.4) 藤井　日南(1) 4m38(+2.2)
天栄中 公認記録なし 白山中 千代崎中 公認記録なし 鈴鹿高 公認記録なし 橋北中 亀山中部中 公認記録なし 紀北中 公認記録なし 四日市高 *F2

公認4m19(+1.7)

村松　遼佳(1) 9m92(+2.7)
鈴鹿工業高専 公認記録なし

米山　咲衣(2) 20m53
鈴鹿高

凡例  *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

5位 6位 7位 8位

5月19日 一般男子　100m

5月19日 一般男子　400m

第3回鈴鹿市記録会 【19230729】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2019/05/19 ～ 2019/05/19

【一般】

1位 2位 3位 4位

5月19日 中学・一般男子　1500m

5月19日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

5月19日 一般男子　4×100mR

5月19日 一般男子　走高跳

5月19日 一般男子　やり投(800g)

5月19日 一般女子　100m

5月19日 一般女子　400m

5月19日 中学・一般男子　走幅跳

5月19日 一般女子　やり投(600g)

5月19日 一般女子　100mH

5月19日 一般女子　4×100mR

5月19日 一般女子　走高跳

5月19日 中学・一般女子　走幅跳

5月19日 中学・一般女子　1500m

5月19日 一般女子　三段跳


