
ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

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

谷本　拓海(2) 10.83 西河　来夢(2) 11.04 小河　尊(2) 11.22 竹花　琢磨(2) 11.27 坂倉　孝汰朗(2) 11.28 南　慶信(2) 11.29 小泉　龍空(2) 11.33 澤木　彰馬(2) 11.66
ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ 加佐登小 加佐登小 清和小 イムラＡＡ 石薬師RC ＡＳＳＡ－ＴＣ
矢田　菱真(3) 9.69 薗畠　魁星(3) 10.13 別府　想太(3) 10.21 芝田　大和(3) 10.48 萩村　琉生(3) 10.72 小林　正義(3) 10.72 生川　敬翔(3) 10.74
石薬師RC 石薬師RC イムラＡＡ 清和小 石薬師RC ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ

宮崎　大成(3) 10.21
イムラＡＡ

谷口　巧朗(4) 15.72 中川　大星(4) 15.86 鈴木　祐之介(4) 16.00 今田　悠馳(4) 16.34 濱本　悠斗(4) 16.88 広瀬　椋也(4) 16.89 笹川　瑞貴(4) 17.27 北村　俊(4) 17.30
加佐登小 一ノ宮小 ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ 加佐登小 加佐登小 ＡＳＳＡ－ＴＣ
廣田　侑登(5) 13.94 矢田　楓真(5) 14.55 水谷　太一(5) 14.77 橋倉　章人(5) 14.94 宮下　英大(5) 15.20 長尾　郁吹(5) 15.53 岡住　飛成(5) 15.54 神谷　悠斗(5) 15.80
イムラＡＡ 石薬師RC 石薬師RC 一ノ宮 一ノ宮 イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ 一ノ宮
鈴木　絢世(6) 13.39 大橋　健人(6) 14.16 佐藤　潤(6) 14.18 森川　天翔(6) 14.54 小泉　鷹兜(6) 14.55 清水　ライヤン(6) 14.55 西野　奏太(6) 15.23 坂本　健輔(6) 15.72
ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ 石薬師RC 一ノ宮 *TK 一ノ宮 イムラＡＡ
鈴木　絢世(6) 2:26.21 小泉　鷹兜(6) 2:40.04 水谷　太一(5) 2:43.86 矢田　楓真(5) 2:45.12 橋倉　章人(5) 2:47.13 木村　聡太(5) 2:48.03 守屋　尚澄(5) 2:55.38 高田　壮士朗(5) 2:56.93
ＡＳＳＡ－ＴＣ 石薬師RC 石薬師RC 石薬師RC 一ノ宮 イムラＡＡ 石薬師RC イムラＡＡ
松永　誠(6) 14.56 廣田　琢磨(6) 16.82
イムラＡＡ イムラＡＡ
ＡＳＳＡ－ＴＣ 53.23 一ノ宮 57.65 イムラＡＡ 59.02
森川　天翔(6) SER,GR 宮下　英大(5) 坂本　健輔(6)
大橋　健人(6) 清水　ライヤン(6) 廣田　侑登(5)
鈴木　絢世(6) 西野　奏太(6) 長尾　郁吹(5)
佐藤　潤(6) 橋倉　章人(5) 松永　誠(6)
佐藤　潤(6) 4m23(-0.3) 廣田　侑登(5) 3m95(-0.5) 松永　誠(6) 3m94(-0.6) 森川　天翔(6) 3m84(-1.0) 廣田　琢磨(6) 3m70(-0.1) 木村　聡太(5) 3m68(-0.1) 米川　衛史(5) 3m42(-0.5) 高田　壮士朗(5) 3m32(-0.6)
ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ
岡田　幸樹(6) 54m42 戸谷　羽響(6) 51m27 大橋　健人(6) 50m35 中塚　幸輝(6) 35m33 谷口　琉一(6) 27m39 廣田　健太郎(5) 22m24
石薬師RC 加佐登小 ＡＳＳＡ－ＴＣ 一ノ宮 加佐登小 イムラＡＡ
児波　凛佳(2) 10.19 鎌田　千晴(2) 11.08 森　さくら(2) 11.18 小林　陽菜(2) 11.56 小林　あい(2) 11.81 阿部　茉奈華(2) 11.83 長尾　和奏(2) 12.01 加藤　琉愛(2) 12.47
石薬師RC 清和小 ＡＳＳＡ－ＴＣ 清和小 ＡＳＳＡ－ＴＣ 清和小 イムラＡＡ イムラＡＡ
北田　馨子(3) 9.76 井崎　亜子(3) 9.79 戸田　惺水(3) 10.33 加藤　梨愛(3) 10.65 木村　直緒(3) 10.81 御舩　碧泉(3) 10.84 松原　瑠奈(3) 10.92 千原　湊愛(3) 11.26
イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ JAC亀山 イムラＡＡ イムラＡＡ 加佐登小 ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ
佐藤　希笑(4) 15.20 長尾　奏希(4) 16.14 徳山　蒼菜(4) 16.24 市川　未徠(4) 16.48 鈴木　萌生(4) 16.59 阿部　紗弓(4) 17.16 倉前　咲希(4) 17.19 田口　真菜(4) 17.36
石薬師RC イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ 石薬師RC イムラＡＡ 石薬師RC ＡＳＳＡ－ＴＣ 清和小
松井　由奈(5) 14.28 田中　杏奈(5) 14.38 宮本　琉南(5) 14.79 宮崎　桃果(5) 15.20 村田　帆菜(5) 15.82 中川　陽愛(5) 16.10 横田　りみ(5) 16.44 水谷　美月(5) 16.45
イムラＡＡ GR 石薬師RC JAC亀山 イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ 一ノ宮 一ノ宮小 一ノ宮小
中垣内　万尋(6) 14.32 谷本　陽菜(6) 14.76 鈴木　香里奈(6) 15.05 深見　紗矢(6) 15.32 金原　由実(6) 15.81 清水　葉結(6) 15.89 橋本　怜奈(6) 15.90 深見　美帆(6) 16.03
イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ 石薬師RC ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ
戸本　花奈(5) 2:42.44 萩村　もか(5) 2:53.21 鈴木　光莉(5) 2:54.96 丹戸　琴梨(6) 3:01.17 横田　りみ(5) 3:03.84 平畑　果愛(5) 3:08.28 灘野　葵音曖(6) 3:09.69 田中　杏奈(5) 3:10.50
石薬師RC 石薬師RC 石薬師RC 一ノ宮小 一ノ宮小 JAC亀山 一ノ宮小 石薬師RC
深見　美帆(6) 15.66 松井　由奈(5) 15.99 大島　有紗(5) 16.92 匹田　羽香(5) 18.14 空　あすみ(5) 21.38
ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ イムラＡＡ 一ノ宮 JAC亀山
イムラＡＡ 58.36 ＡＳＳＡ－ＴＣ 59.80 石薬師RC 1:03.10 一ノ宮小 1:04.60 JAC亀山 1:06.09
永野　志帆(6) 金原　由実(6) 鈴木　香里奈(6) 水谷　美空(6) 平畑　果愛(5)
中垣内　万尋(6) 深見　紗矢(6) 鈴木　光莉(5) 水谷　美月(5) 宮本　琉南(5)
宮崎　桃果(5) 村田　帆菜(5) 萩村　もか(5) 横田　りみ(5) 戸田　愛乃(5)
松井　由奈(5) 谷本　陽菜(6) 戸本　花奈(5) 丹戸　琴梨(6) 空　あすみ(5)
金原　由実(6) 1m20 永野　志帆(6) 1m15 清水　葉結(6) 1m15 戸本　花奈(5) 1m10 山際　くるみ(5) 1m10 平畑　果愛(5) 0m95
ＡＳＳＡ－ＴＣ イムラＡＡ ＡＳＳＡ－ＴＣ 石薬師RC 石薬師RC JAC亀山
中垣内　万尋(6) 4m24(-0.3) 宮本　琉南(5) 3m97(-0.2) 宮崎　桃果(5) 3m93(-0.1) 水谷　美空(6) 3m40(+0.2) 内山　宙(6) 3m36(+0.1) 谷本　陽菜(6) 3m24(+0.1) 水谷　美月(5) 3m07(-0.6) 長谷川　穂乃(6) 3m02(-0.5)
イムラＡＡ JAC亀山 イムラＡＡ 一ノ宮小 ＡＳＳＡ－ＴＣ ＡＳＳＡ－ＴＣ 一ノ宮小 ＡＳＳＡ－ＴＣ
橋本　怜奈(6) 43m61 深見　紗矢(6) 40m01 大島　有紗(5) 28m74 鈴木　光莉(5) 21m53
ＡＳＳＡ－ＴＣ SER ＡＳＳＡ－ＴＣ SER イムラＡＡ 石薬師RC
石薬師RC 57.18 ＡＳＳＡ－ＴＣ 1:03.19 イムラＡＡ 1:03.56 一ノ宮 1:09.91
佐藤　希笑(4) GR 倉前　咲希(4) 長尾　奏希(4) 中川　陽愛(5)
田中　杏奈(5) 徳山　蒼菜(4) 鈴木　萌生(4) 匹田　羽香(5)
矢田　楓真(5) 矢田　匠平(5) 高田　壮士朗(5) 中塚　永遠輝(4)
水谷　太一(5) 米川　衛史(5) 木村　聡太(5) 中塚　海輝(5)

凡例  SER:鈴鹿市小学記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TK:着差あり

11月2日 小学　混成4×100mR

11月2日 小学女子　5･6年走高跳

11月2日 小学女子　5･6年走幅跳

11月2日
小学女子　5･6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ﾎﾞｰﾙ投

11月2日 小学女子　5･6年800m

11月2日
小学女子　5･6年80mH

風：+1.8

11月2日 小学女子　5･6年4×100mR

11月2日
小学女子　4年　100m

風：+1.0

11月2日
小学女子　5年　100m

風：+1.2

11月2日
小学女子　6年　100m

風：-0.3

11月2日
小学女子　2年以下60m

風：-0.4

11月2日
小学女子　3年　60m

風：+0.8

11月2日
小学男子　5･6年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ﾎﾞｰﾙ投

11月2日
小学男子　5･6年80mH

風：+1.7

11月2日 小学男子　5･6年4×100mR

11月2日 小学男子　5･6年走幅跳

11月2日
小学男子　5年　100m

風：+0.9

11月2日
小学男子　6年　100m

風：-0.6

11月2日 小学男子　5･6年800m

11月2日
小学男子　3年　60m

風：+0.1

11月2日
小学男子　4年　100m

風：+0.1

11月2日
小学男子　2年以下60m

風：-0.9

8位

第29回鈴鹿カーニバル 【19230721】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2019/11/02 ～ 2019/11/02

【小学生】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


