
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

原　啓祐(M2) 10.94 向井　羽汰(2) 11.03 浦井　崚自 11.04 岡本　宰(2) 11.24 増田　伊吹(1) 11.30 浦井　駿吾 11.33 髙松　星斗(1) 11.46
皇學館大 亀山高 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 津西高 至学館 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 稲生
横井　裕仁 14:09.59 三輪　晋大朗 14:16.11 小早川　健 14:16.46 押川　裕貴 14:16.60 多喜端　夕貴 14:23.08 小山　陽平 14:30.91 齋田　直輝 14:44.61 ?下　拓斗 14:46.08
NTN GR NTN GR NTN GR NTN GR NTN GR NTN GR NTN NTN
高田高A 2:01.41 四日市西高 2:01.95 稲生A 2:02.91 皇學館大 2:03.41 稲生C 2:03.63 ＵＬＴＩＭＡＴＥC 2:04.63 高田高B 2:06.02 ＵＬＴＩＭＡＴＥA 2:08.25
山口　桜介(2) GR 山元　裕太朗(2) 萩原　拓海(1) 清田　尚弥(1) 清水　尚輝(3) 浜野　伶爾 高瀬　椋太(1) 伊藤　慎吾
川尻　功陽(2) 山野　裕斗(2) 髙松　星斗(1) 服部　裕哉(1) 西山　琉斗(3) 馬場　雄太 森　裕真(1) 豊田　隆葵
猿渡　駿(2) 川口　晃矢(2) 木藤田　流希(2) 五島　快晴(1) 今村　寿輝也(3) 石本　幹也 野田　侑作(2) 加藤　健太郎
辻井　昂矢(2) 清水　翼(2) 川出　龍(1) 谷口　大魁(1) 鶴井　康裕(3) 中西　佑輔 亀鷹　佑晟(2) 保坂　翔也
勝田　将 2m17 加藤　健太郎 1m95 小倉　航弥(2) 1m90 山本　莉生(2) 1m70 太田　大貴(1) 1m45 仙波　聖道(1) 1m45
三重教員AC GR ＵＬＴＩＭＡＴＥ 至学館 亀山高 神戸高 神戸高
横山　宇宙 6m72(+1.6) 福本　雅樹(1) 6m59(+1.3) 五島　快晴(1) 6m42(+1.0) 太田　圭紀(2) 6m29(+0.9) 脇葉　朝来(1) 6m24(+1.1) 松村　岳飛(2) 6m15(+0.6) 服部　裕哉(1) 6m06(+1.1) 原　一貴(1) 6m00(+0.7)
リトルノ 亀山高 皇學館大 亀山高 津西高 亀山高 皇學館大 亀山高
仲　徹也 12m70
Ｉｓｅ　ＴＣ GR
北澤　一巳 6m78
三重陸協
荊木　佑介 35m52 宮崎　翔(3) 35m00
GRATIS 皇學館大
熊川　依吹(2) 14m24 中野　太貴(3) 13m45 中松　暖弥(1) 12m59 森岡　隼輝(1) 11m87 池田　響(1) 10m61 中嶋　友聡(1) 10m08 奥川　空(2) 9m57 橋本　尚弥(2) 7m45
白山高 稲生 亀山高 稲生 鈴鹿高専 稲生 白山高 四日市農芸高
三井　康平(3) 48m29 山添　琳玖翔(2) 38m60 中川　友準(2) 33m75
稲生 稲生 津商高
新貝　　桃子(4) 12.82 三杉　七美(1) 12.84 稲田　楓(1) 12.87 田畑　桃子(1) 13.05 青木　愛莉(2) 13.06 牧野　澄(1) 13.17 田中　彩(1) 13.27 東　真弓(1) 13.39
皇學館大 至学館 愛学大 津西高 亀山高 津西高 津商高 津西高
坂　実咲 10:14.59 弦嶋　真愛(2) 10:41.43 ムネネ　メリー(1) 11:09.67 加藤　遥(1) 11:36.34 川村　咲稀(1) 12:28.65
ＡＳＳＡ－ＴＣ GR 四日市四郷高 GR 鈴鹿大 鈴鹿大 四日市農芸高
皇學館大 2:24.20 津商高A 2:24.39 至学館 2:26.00 津商高B 2:28.06 津商高C 2:28.65 稲生 2:34.20 鈴鹿高専 2:36.76
辰巳　奈那(1) 鈴木　あかり(2) 中野　藍(1) 野田　花音(1) 平子　凜(1) 尾崎　亜弥(2) 毛利　莉子(4)
山野　綾香(1) 村田　裕香(2) 三杉　七美(1) 野村　玲奈(2) 伊藤　未来(1) 石井　朱音(1) 大葉　美月(3)
新貝　　桃子(4) 望月　美玖(2) 生駒　志穂(2) 山内　美優(2) 堀　心菜(2) 石崎　美羽(1) 三田　有紗(4)
中西　菜々子(1) 中野　菖(1) 横山　綾香(2) 田中　彩(1) 野村　果鈴(2) 伊藤　愛梨(1) 萩原　寧珠(2)
野田　花音(1) 1m45 平子　凜(1) 1m35 1m30
津商高 津商高 亀山高
浅野　玲奈(2) 5m23(+0.8) 鈴木　あかり(2) 5m11(+1.4) 山野　綾香(1) 4m99(+1.2) 平子　希(2) 4m82(+0.6) 松岡　美里(2) 4m43(+0.8) 石崎　美羽(1) 4m26(+0.8) 米澤　佑莉(1) 3m74(+1.2) 川瀬　佳歩(2) 3m38(+1.8)
至学館 津商高 皇學館大 神戸高 神戸高 稲生 津商高 四日市農芸高
岩本　　乙夏(2) 13m42 伊藤　梨衣奈(2) 10m28 鈴木　若葉(1) 6m52
稲生 GR 亀山高 稲生
別所　真衣(3) 38m50 喜多嶋　良子 37m10 釜谷　梨里衣(2) 30m01
稲生 GR 三重マスターズ GR 稲生

凡例  SJR:鈴鹿市中学記録 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 一般女子　走幅跳

11月2日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

11月2日 一般女子　円盤投(1.000kg)

11月2日 一般女子　3000m

11月2日
一般女子

100m+200m+300m+400mR

11月2日 一般女子　走高跳

11月2日
一般女子　100m

風：-0.1

11月2日 高校男子　円盤投(1.750kg)

11月2日
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ一般男子砲丸投

(5.000kg)

11月2日 一般男子　円盤投(2.000kg)

11月2日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

11月2日 一般男子　走高跳

11月2日 一般男子　走幅跳

11月2日 一般男子　砲丸投(7.260kg)

8位

11月2日
一般男子　100m

風：-0.8

11月2日 一般男子　5000m

11月2日
一般男子

100m+200m+300m+400mR

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

【一般・高校】
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