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記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

福田　昂太(J3) 11.38 濵口　純明(J3) 11.54 岳野　迪也(J3) 11.57 吉田　有輝(2) 11.64 鎌田　翔太郎(3) 11.69 鈴木　亜成(3) 11.71 古川　直(3) 11.77 山口　煌弥(2) 11.99
熊野ＲＣ GR 熊野ＲＣ 熊野ＲＣ 鼓ヶ浦中 創徳中 鼓ヶ浦中 四日市南中 千代崎中
別府　健太朗(3) 6:08.40 伊東　優希(2) 6:19.94 小林　星生(2) 6:21.00 杉本　憲亮(1) 6:23.30 岡田　和樹(2) 6:27.09 木納　俊介(2) 6:28.08 伊藤　伶真(2) 6:31.29 三平　弦徳(1) 6:37.45
亀山中部中 亀山中 白鳥中 久保中 白鳥中 鼓ヶ浦中 白鳥中 千代崎中
鼓ヶ浦中A 2:06.55 熊野ＲＣA 2:08.39 亀山中部中A 2:11.17 白子中A 2:12.17 亀山中A 2:13.57 鼓ヶ浦中C 2:14.59 創徳中A 2:17.91 白子中B 2:19.25
秋田　琉希(3) SJR,GR 甲斐　龍人(J3) GR 曲田　優斗(2) 鈴木　逢生(2) 臼井　嵩翔(3) 前田　祐輝(2) 小川　碧斗(1) 小林　大輝(1)
久保　賢志朗(3) 福田　昂太(J3) 打田　悠真(2) 松浦　陸(2) 田上　奏真(3) 吉田　有輝(2) 鎌田　翔太郎(3) 森山　耀太(2)
伊藤　悠真(3) 濵口　純明(J3) 井上　聖琉(2) 柳田　健次(3) 伊東　優希(2) 判治　優希(2) 中山　誠一(2) 中西　康眞(2)
鈴木　亜成(3) 岳野　迪也(J3) 塚原　達也(2) 井手　一稀(3) 松尾　星哉(3) 稲冨　颯(2) 児波　賢(1) 鈴木　佑太朗(2)
石井　光稀(2) 1m75 澤藤　真平(1) 1m50 宮﨑　楓真(1) 1m50 山口　裕輝(1) 1m45 和田　翔真(1) 1m30
平田野中 創徳中 神戸中 創徳中 神戸中
秋田　琉希(3) 6m01(+0.3) 伊藤　悠真(3) 5m81(+1.9) 赤羽根　和樹(2) 5m80(-0.2) 臼井　嵩翔(3) 5m60(+1.7) 甲斐　龍人(J3) 5m48(+0.3) 中野　陽(3) 5m44(-0.3) 石田　大翔(2) 5m43(+1.4) 小西　勇輝(2) 5m25(-1.0)
鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 久保中 亀山中 熊野ＲＣ 紀北中 楠中 鈴峰中
濱田　茉裕(3) 13m40 鈴木　逢生(2) 8m92 東　春亜(3) 8m75 藤原　琢磨(2) 8m57 南　冠太(1) 8m49 米川　幸輝(3) 7m96 中濵　友翔(2) 7m91 松井　聡汰(1) 7m78
紀北中 GR 白子中 紀北中 白子中 白子中 白子中 白子中 亀山中部中
清水　彩加(2) 12.48 松原　美空(3) 12.90 一尾　瑠華(2) 13.09 青山　ひより(2) 13.11 湯本　陽香(2) 13.28 三杉　光(2) 13.53 黒木　唯香(2) 13.59 北川　桃花(3) 13.59
白子中 GR 白子中 神戸中 四日市南中 鼓ヶ浦中 神戸中 千代崎中 神戸中 *TK
前田　あおい(3) 3:13.54 鈴木　光咲(1) 3:16.06 新開　月渚(2) 3:18.78 出岡　美柚(2) 3:19.06 近藤　百晏(1) 3:19.93 冨田　幸希(1) 3:22.91 守屋　望未(2) 3:23.17 小林　美沙(2) 3:23.76
亀山中 白鳥中 鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 白鳥中 創徳中 鼓ヶ浦中
神戸中A 2:30.24 亀山中A 2:31.80 白子中 2:35.54 大木中A 2:35.77 平田野中 2:36.43 鼓ヶ浦中A 2:37.15 神戸中B 2:37.95 亀山中部中 2:39.99
深田　苺亜(2) 若林　姫伽(3) 松井　未来(2) 松村　妃奈乃(2) 橋本　小春(3) 湯本　陽香(2) 北川　桃花(3) 石田　陽花(2)
一尾　瑠華(2) 安藤　万凜(2) 岩田　紗和(1) 近藤　凪紗(2) 佐々木　湖都(1) 服部　りら(3) 徳富　あゆみ(2) 恒吉　朱美(2)
三杉　光(2) 森口　和果(3) 村上　流唯(1) 萩原　汐那(2) 宮本　芽依(1) 出岡　美柚(2) 中山　結愛(1) 坂部　希々(2)
北村　彩菜(2) 前田　あおい(3) 宮元　彩花(2) 藤井　綾音(2) 鈴木　華花(2) 新開　月渚(2) 山中　咲空(3) 原嶋　花凜(2)
若林　姫伽(3) 1m50 佐久間　寿珠香(2) 1m45 桑原　杏咲(2) 1m40 宮﨑　菜央(2) 1m35 石倉　涼花(2) 1m30 広瀬　結麻(1) 1m30 伊藤　璃音(1) 1m25 安藤　万凜(2) 1m25
亀山中 GR 亀山中部中 =GR 白鳥中 久保中 紀北中 白鳥中 鈴峰中 亀山中

今岡　愛結(2) 1m25
亀山中部中

森口　和果(3) 5m41(+0.1) 松永　彩良(2) 4m85(+0.6) 上野　遥(3) 4m64(+0.2) 宮本　芽依(1) 4m61(+0.4) 鈴木　華花(2) 4m56(+1.1) 村上　万弓花(2) 4m55(+0.3) 宮﨑　七咲(2) 4m53(+0.4) 濵西　穂乃佳(1) 4m35(+0.1)
亀山中 GR 亀山中部中 紀北中 平田野中 平田野中 鈴峰中 亀山中部中 紀北中
世古　櫻紗(1) 11m59 笠木　環那(2) 10m97 小屋口　真白(3) 10m87 森倉　あい(3) 10m08 服部　百花(2) 9m48 小倉　加稟(1) 9m44 下地　理桜(1) 7m84 一色　星凜(2) 7m45
紀北中 鼓ヶ浦中 鈴峰中 飛鳥中 鼓ヶ浦中 紀北中 紀北中 神戸中

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 中学女子　走幅跳

11月2日 中学女子　砲丸投(2.721kg)

11月2日 中学女子　1000m

11月2日
中学女子

100m+200m+300m+400mR

11月2日 中学女子　走高跳

11月2日
中学女子　100m

風：+1.2

11月2日 中学男子　走高跳

11月2日 中学男子　走幅跳

11月2日 中学男子　砲丸投(5.000kg)

11月2日
中学男子　100m

風：+1.6

11月2日 中学男子　2000m

11月2日
中学男子

100m+200m+300m+400mR

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

【中学生】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


