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日付 種目

久保　夏稀(3) 11.96(-0.1) 福田　昂太(3) 12.08(-2.7) 前田　祐輝(2) 12.15(-0.1) 吉田　有輝(2) 12.28(-2.7) 浅野　晃輝(3) 12.36(-0.1) 濵口　純明(3) 12.37(-0.1) 松永　陸(2) 12.42(-0.1) 鎌田　翔太郎(3) 12.48(-0.1)
内部中 飛鳥中 鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 亀山中部中 飛鳥中 白子中 創徳中
吉田　有輝(2) 24.19(-3.0) 古川　直(3) 24.36(-3.0) 久保　夏稀(3) 24.54(-2.2) 安部　創(3) 24.88(-3.0) 松浦　陸(2) 25.09(-3.0) 井手　一稀(3) 25.14(-3.0) 長山　子龍(2) 25.15(-2.0) 松永　陸(2) 25.26(-3.0)
鼓ヶ浦中 四日市南中 内部中 神戸中 白子中 白子中 橋南中 白子中
伊藤　諒(3) 2:05.74 加世堂　懸(3) 2:05.87 福田　直瑛(3) 2:12.47 芝田　翼(3) 2:13.29 松田　洸希(3) 2:14.05 植村　壮馬(3) 2:14.63 鈴木　陽々希(3) 2:14.64 淺野　孔(3) 2:14.75
内部中 川越中 白子中 白子中 内部中 羽津中 大木中 大木中
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
菅原　雅晴(2) 18.57(+0.2) 小林　聖(3) 19.48(+0.2) 濵口　純明(3) 19.80(-0.5) 松葉　瑛斗(3) 20.05(+0.2) 高野　颯天(3) 21.39(-0.5) 甲斐　龍人(3) 21.78(-0.5) 前納　大誠(3) 21.86(-0.5) 濱田　葵(2) 23.01(-0.5)
楠中 久居西中 飛鳥中 亀山中部中 白鳥中 飛鳥中 常磐中 南郊中
亀山中部中 45.58 千代崎中 46.02 神戸中A 46.60 鼓ヶ浦中 46.91 白鳥中 48.21 白子中 48.32 大木中 48.92 紀北中 49.07
浅野　晃輝(3) 山口　煌弥(2) 川久保　潤(3) 判治　優希(2) 川島　大輝(3) 中西　康眞(2) 矢田　琳久(3) 深掘　藍人(2)
塚原　達也(2) 東　蓮(2) 安部　創(3) 前田　祐輝(2) 加藤　光(2) 井手　一稀(3) 伊藤　奏都(2) 濱田　茉裕(3)
市川　智大(3) 山本　琉斗(3) 吉田　悠介(3) 稲冨　颯(2) 高野　颯天(3) 柳田　健次(3) 櫻井　陽斗(3) 岡　大翔(3)
中山　智貴(3) 近藤　璃空(2) 林　拓夢(3) 吉田　有輝(2) 川島　翔輝(3) 鈴木　逢生(2) 陶山　和輝(3) 中野　陽(3)
西岡　楓(3) 1m70 石井　光稀(2) 1m65 松葉　瑛斗(3) 1m50 ラレス　研持(3) 1m45 山口　諒人(2) 1m40 中江　陽斗(3) 1m40 小西　勇輝(2) 1m35 大川　大和(1) 1m25
八風中 平田野中 亀山中部中 神戸中 橋南中 白鳥中 鈴峰中 創徳中
橋本　渉(3) 12m69 松岡　佳和(2) 11m83 濱田　茉裕(3) 11m76 東　春亜(3) 8m83 石田　悠悟(3) 8m72 市川　智大(3) 8m18 鈴木　逢生(2) 8m07 中西　海翔(2) 7m54
一身田中 正和中 紀北中 紀北中 亀山中部中 亀山中部中 白子中 橋南中
長山　子龍(2) 43m63 石田　悠悟(3) 40m51 門田　陽亮(2) 37m13 中山　智貴(3) 31m16 坂井田　翔太(2) 30m76 金丸　優希(3) 29m46 松野　隼士(2) 22m67 上村　壮優(1) 21m22
橋南中 亀山中部中 八風中 亀山中部中 橋南中 山手中 橋南中 亀山中部中
白子中 49.82 亀山中部中 50.49 千代崎中 50.85 神戸中 51.32 鈴峰中 54.06 大木中 56.68 白鳥中 57.94 鼓ヶ浦中 1:09.40
松永　陸(2) 曲田　優斗(2) 近藤　遼空(2) 伊藤　愛斗(2) 藤田　　悠斗(2) 中川　天聖(2) 藤田　海(2) 岡野　一心(2)
小林　大輝(1) 南牟礼　健心(1) 渡邉　大智(1) 儀賀　美乃輔(1) 村部　文慶(1) 永田　莉基(1) 岡田　零(1) 豊川　心煌(1)
永濱　准(1) 藤田　晴敏(1) 村田　陽音(1) 宮﨑　楓真(1) 平野　煌大(1) 国宗　大晴(1) 戸本　駿太(1) 有松　繋(1)
松浦　陸(2) 井上　聖琉(2) 久慈　真斗(2) 瀬尾　洋介(2) 小西　勇輝(2) 長谷川　弘翔(2) 碓井　晟大(2) 山川　雄大(2)
小川　碧斗(1) 12.97(-1.8) 阪本　裕紀(J1) 13.16(-1.8) 儀賀　美乃輔(1) 13.30(-1.8) 渡邉　大智(1) 13.40(-0.8) 南牟礼　健心(1) 13.40(-0.5) 大川　大和(1) 13.70(-1.8) 小林　大輝(1) 14.02(-1.0) 木村　心童(1) 14.17(-1.4)
創徳中 熊野ＲＣ 神戸中 千代崎中 亀山中部中 創徳中 白子中 南郊中
樋口　七海(3) 12.62(-0.2) 清水　彩加(2) 13.03(-0.2) 松原　美空(3) 13.28(-0.2) 古川　智未(3) 13.28(-0.2) 山路　彩乃(3) 13.69(-0.2) 三杉　光(2) 13.70(-0.3) 太田　風花(3) 13.73(-0.2) 松永　彩良(2) 13.78(-0.3)
美杉中 白子中 白子中 富田中 神戸中 神戸中 富田中 亀山中部中
樋口　七海(3) 25.45(-1.1) 一尾　瑠華(2) 28.12(-1.1) 山際　乃愛(3) 28.43(-2.5) 佐久間　楓子(2) 28.68(-2.5) 北村　彩菜(2) 28.73(-2.5) 松村　妃奈乃(2) 28.89(-2.5) 仲野　優夢(2) 28.92(-2.5) 中村　里菜(3) 29.06(-1.1)
美杉中 神戸中 千代崎中 富田中 神戸中 大木中 神戸中 白山中
北村　彩菜(2) 2:28.50 本多　志(2) 2:29.36 新開　月渚(2) 2:30.41 松田　萌加(J1) 2:32.92 横井　柚香(1) 2:34.16 新開　美玖(3) 2:34.23 豊田　真奈美(3) 2:35.18 竹内　唯月(2) 2:35.54
神戸中 白子中 鼓ヶ浦中 四日市ＴＦＣ 神戸中 白子中 神戸中 千代崎中
古川　智未(3) 15.21(-0.2) 三杉　光(2) 16.95(-0.2) 鳥羽谷　寧々(2) 18.23(-0.2) 平子　芽生(2) 18.87(+0.1) 橋本　小春(3) 19.05(+0.1) 水谷　玲瑛(3) 19.33(-0.2) 桑原　杏咲(2) 19.52(-0.2) 松井　未来(2) 20.07(-0.2)
富田中 神戸中 西中 南郊中 平田野中 暁中 白鳥中 白子中
白子中A 50.65 神戸中A 51.81 千代崎中A 53.19 白子中B 53.48 大木中 53.52 富田中 53.54 亀山中部中 53.61 常磐中 54.03
清水　彩加(2) 山路　彩乃(3) 山中　咲季(3) 近藤　日菜(3) 松村　妃奈乃(2) 渡邉　悠莉香(2) 石田　陽花(2) 西　理那(3)
徳山　叶愛(2) 三杉　光(2) 黒木　唯香(2) 山口　陽向(3) 近藤　凪紗(2) 太田　風花(3) 坂部　希々(2) 伊藤　由奈(2)
中村　美穂(3) 一尾　瑠華(2) 山際　乃愛(3) 渥美　向日葵(3) 萩原　汐那(2) 古澤　雅(2) 恒吉　朱美(2) 前川　花緒里(2)
松原　美空(3) 豊田　芽以(3) 加納　瑞姫(3) 早川　乃愛(3) 早川　幸(2) 古川　智未(3) 松永　彩良(2) 松田　奈生子(3)
佐久間　寿珠香(2) 1m45 平本　実生(2) 1m40 大林　莉久(2) 1m30 今岡　愛結(2) 1m30 桑原　杏咲(2) 1m30 前川　花緒里(2) 1m25
亀山中部中 西中 西中 亀山中部中 白鳥中 常磐中

山路　愛菜(2) 1m30
橋南中
玉村　裕那(2) 1m30
神戸中

笠木　環那(2) 10m90 薮田　杏美(3) 9m40 竹谷　香里奈(3) 9m24 服部　百花(2) 9m03 世古　櫻紗(1) 9m03 島田　朔良(3) 8m97 平井　桐香(3) 8m73 山中　咲季(3) 8m53
鼓ヶ浦中 神戸中 紀北中 鼓ヶ浦中 紀北中 一身田中 平田野中 千代崎中
佐藤　妃那(3) 35m43 近藤　愛美(2) 27m06 亀田　幸乃(3) 25m48 渡邉　萌月(2) 23m81
山手中 八風中 楠中 富洲原中
平田野中 54.51 白子中 57.08 神戸中A 57.50 亀山中部中 58.50 神戸中B 58.53 鼓ヶ浦中 58.88
鈴木　華花(2) 松井　未来(2) 仲野　優夢(2) 山﨑　菜々香(2) 徳富　あゆみ(2) 服部　百花(2)
宮本　芽依(1) 小野　栞音(1) 新井　美咲(1) 井上　杏海(1) 新藤　綾乃(1) 近藤　百晏(1)
長江　茉姫(1) 村上　流唯(1) 山田　和花(1) 伊藤　結音(1) 後藤　心花(1) 森　美玲(1)
松本　未空(2) 宮元　彩花(2) 玉村　裕那(2) 佐久間　寿珠香(2) 深田　苺亜(2) 辻　花音(2)
宮﨑　藍果(1) 13.63(-2.1) 宮本　芽依(1) 14.29(-2.1) 小竹　真花(1) 14.73(-2.1) 村上　流唯(1) 14.97(-1.2) 近藤　百晏(1) 15.16(0.0) 長江　茉姫(1) 15.26(-2.1) 田中　瑠姫(1) 15.30(-0.7) 井上　杏海(1) 15.37(-0.8)
天栄中 平田野中 美杉中 白子中 鼓ヶ浦中 平田野中 白鳥中 亀山中部中

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

5月19日 中学男子　100m

5月19日 中学男子　200m

8位

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

【中学生】

1位 2位 3位 4位

5月19日 中学男子　4×100mR

5月19日 中学男子　走高跳

5月19日 中学男子　800m

5月19日 中学・一般男子　1500m

5月19日 中学男子　110mYH

5月19日 中学男子　1年100m

5月19日 中学男子　砲丸投(5.000kg)

5月19日 中学男子　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月19日 中学男子低　4×100mR

5月19日 中学女子　200m

5月19日 中学女子　800m

5月19日 中学女子　100m

5月19日 中学女子　砲丸投(2.721kg)

5月19日 中学女子　100mH

5月19日 中学女子　4×100mR

5月19日 中学女子　走高跳

5月19日 中学女子　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月19日 中学女子低　4×100mR

5月19日 中学女子　1年100m


