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日付 種目

向井　羽汰(2) 11.29(-1.9) 岩佐　龍輝(3) 11.31(-1.7) 髙松　星斗(1) 11.44(-1.9) 松井　修平(2) 11.46(-1.9) 吉田　明太(2) 11.52(-2.0) 伊藤　翔雲(3) 11.58(-2.4) 大竹　優哉(2) 11.65(-2.0) 川村　隆成(1) 11.66(-1.9)
亀山高 四日市工高 稲生高 四中工高 四日市工高 海星高 四日市工高 四日市四郷
磯尾　友規 9:02.37 坂本　温 9:29.12 末次　貴弘 9:37.63 黒木　　涼平(2) 9:40.20 藪谷　幸輝(1) 9:42.28 松浦　広希 9:42.97 米川　立馬(3) 9:44.11 立花　寛之 9:44.32
teamF.O.R teamF.O.R 四日市ＴＦＣ 神戸高 稲生高 三重マスターズ 稲生高 ｲﾙ　ﾃﾙﾉ
佐々木　由治 15.56(+1.9) 服部　佑哉(1) 15.87(+1.9) 佐脇　大政(1) 16.14(+1.9) 仲　隼平 18.28(+1.9)
三重陸協 皇學館大 稲生高 熊野ＲＣ
四日市四郷高 43.75 桑名工高 45.17 神戸高A 45.55 鈴鹿高 46.50 神戸高B 46.71
西　功暉(1) 黒﨑　琉斗(2) 永井　　宏樹(2) 新井　航平(1) 清水　　蓮(1)
下岡　隼也(1) 細田　涼介(2) 藤田　　琉聖(1) 加藤　健人(2) 太田　　大貴(1)
川村　隆成(1) 塩谷　陸人(2) 近藤　　嶺行(2) 仲松　正(2) 古川　　紘大(1)
佐々木　勇斗(2) 千草　充輝(2) 里中　　洸亮(1) 栗山　大貴(2) 佐藤　　湧吾(1)
小倉　航弥(2) 1m96 岡﨑　稜汰(3) 1m80 湯浅　暁玲 1m75
至学館 鈴鹿工業高専 三重陸協
横山　宇宙 6m68(+0.1) 福本　雅樹(1) 6m48(+1.0) 太田　圭紀(2) 6m32(+1.4) 城田　隼佑 6m18(+2.0) 林　竜雅(2) 5m99(+0.5) 山際　大雅(2) 5m83(+0.8) 石﨑　陽向(2) 5m60(+1.5) 鈴木　崇彰(1) 5m54(+1.2)
リトルノ 亀山高 亀山高 米鈴AC 津工高 三重大 四日市工高 桑名工高
三井　康平(3) 13m96 森岡　隼輝(1) 11m42 池田　響(1) 10m50 中嶋　友聡(1) 9m48 橋本　京磨(2) 8m38 橋本　尚弥(2) 7m02 川田　貴優(1) 6m18
稲生高 稲生高 鈴鹿工業高専 稲生高 津商高 四日市農芸高 鈴鹿工業高専
三井　康平(3) 49m08 山添　琳玖翔(2) 39m34 中川　友準(2) 29m67 森岡　隼輝(1) 27m79 服部　廉(1) 25m97
稲生高 稲生高 津商高 稲生高 四日市工高
村田　裕香(2) 13.02(+0.2) 青木　愛莉(2) 13.09(+0.2) 鈴木　あかり(2) 13.11(+0.2) 宇坂　　美咲(2) 13.15(+0.2) 山内　美優(2) 13.37(+0.2) 野村　果鈴(2) 13.37(-0.9) 田中　彩(1) 13.41(+0.2) 中野　菖(1) 13.51(-0.9)
津商高 亀山高 津商高 神戸高 津商高 津商高 津商高 津商高
坂本　喜子 9:52.89 弦嶋　真愛(2) 11:05.66 竹田　高嶺(1) 11:28.28 岩﨑　琴美(1) 12:18.55
teamF.O.R 四日市四郷 稲生高 稲生高
服部　りら(3) 15.35(+1.3) 岸田　彩果(3) 15.60(+1.3) 平岡　夢萌(J2) 15.80(+1.3) 宮﨑　藍果(1) 15.90(+1.3) 後藤　杏実(J1) 16.23(+1.3) 西村　美海(3) 16.89(+1.3) 平子　芽生(2) 17.25(+1.3) 村岡　春奈(J2) 17.30(+1.3)
鼓ヶ浦中 一志中 アスリートＹ 天栄中 アスリートＹ 南が丘中 南郊中 アスリートＹ
津商高A 50.73 津商高B 51.28 神戸高 52.00 四日市高 53.32 四日市農芸高 57.02
鈴木　あかり(2) 伊藤　未来(1) 田中　　日葉(1) 太田　風香(2) 古橋　美佑(1)
田中　彩(1) 野村　果鈴(2) 宇坂　　美咲(2) 兼　佳乃(2) 伊藤　綾華(1)
村田　裕香(2) 望月　美玖(2) 平子　　希(2) 山本　絵美香(1) 川村　美冬(1)
山内　美優(2) 中野　菖(1) 村岡　　紗千(1) 大西　麻紀子(1) 道脇　楓花(2)
村松　歩佳(3) 1m45 平子　凜(1) 1m40 野田　花音(1) 1m40 1m35 一蝶　美月(1) 1m35 堀　心菜(2) 1m25
鈴鹿工業高専 津商高 津商高 亀山高 四日市四郷 津商高

兼　佳乃(2) 1m35
四日市高

村岡　　紗千(1) 5m39(+1.6) 浅野　玲奈(2) 5m28(+0.8) 鈴木　あかり(2) 5m09(+1.1) 松岡　　美里(2) 4m63(+1.4) 平子　　希(2) 4m55(+0.9) 藤井　日南(1) 4m48(+1.8) 田中　　日葉(1) 4m33(-1.1) 石崎　美羽(1) 4m30(+1.2)
神戸高 至学館 津商高 神戸高 神戸高 四日市高 神戸高 稲生高
喜多嶋　良子 9m64
三重マスターズ
喜多嶋　良子 34m34 釜谷　梨里衣(2) 27m55 竹内　愛理(3) 23m74 酒井　　玲音(1) 23m49 米山　咲衣(2) 14m52 鈴木　若葉(1) 12m92
三重マスターズ 稲生高 津商高 神戸高 鈴鹿高 稲生高

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

7位 8位

8月3日 一般男子　100m

第４回　鈴鹿市記録会 【19230739】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2019/08/03 ～ 2019/08/03

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月3日 一般女子　円盤投(1.000kg)

8月3日 一般男子　走高跳

8月3日 一般女子　4×100mR

8月3日 一般男子　走幅跳

8月3日 一般女子　走幅跳

8月3日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

8月3日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

8月3日 中学・一般男子　3000m

8月3日 高校男子　円盤投(1.750kg)

8月3日 一般女子　走高跳

8月3日 一般男子　4×100mR

8月3日 一般男子　110mH

8月3日 一般女子　100m

8月3日 一般女子　3000m

8月3日 中学女子　100mH


