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記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

髙松　星斗(2) 11.11(-0.7) 向井　羽汰(3) 11.20(-0.7) 山本　琉斗(1) 11.43(-0.7) 萩原　拓海(2) 11.53(-0.7) 草川　賢志(3) 11.56(-0.7) 福本　雅樹(2) 11.63(-1.9) 鎌田　翔太郎(1) 11.65(-0.7)
稲生高校 亀山高 稲生高校 *TL 稲生高校 亀山高 亀山高 稲生高校

木藤田　流希(3) 11.43(-0.7)
稲生高校

今村　愛斗(3) 4:16.05 藤本　拓弥(3) 4:19.36 西形　友翔(3) 4:23.94 藪谷　幸輝(2) 4:25.46 福田　直瑛(1) 4:26.42 吉井　尊(3) 4:32.42 小田部　優貴(2) 4:38.43 川出　翔(2) 4:39.06
稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 鈴鹿高 亀山高 稲生高校 稲生高校
衛藤　昂 2m20
味の素ＡＧＦ
福本　雅樹(2) 6m95(+1.8)
亀山高
中松　暖弥(2) 13m66 中嶋　友聡(2) 12m61 森岡　隼輝(2) 12m03 秋田　琉希(1) 11m75 山添　琳玖翔(3) 11m73 小倉　大輝(1) 9m39 米川　幸輝(1) 8m30 村田　雅斗(1) 7m40
亀山高 稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 鈴鹿高
山添　琳玖翔(3) 39m72 森岡　隼輝(2) 38m09 小倉　大輝(1) 31m40 中嶋　友聡(2) 30m39 米川　幸輝(1) 22m92 村田　雅斗(1) 15m20
稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校 鈴鹿高
吉田　有輝(3) 11.40(-0.5) 塚原　達也(3) 11.81(-0.5) 山口　煌弥(3) 11.85(-0.5) 近藤　遼空(3) 11.88(-0.8) 松永　陸(3) 11.93(-0.5) 東　蓮(3) 11.94(-0.5) 緒方　英二(3) 11.94(-0.6) 近藤　璃空(3) 11.95(-0.8)
鼓ヶ浦中 亀山中部中 千代崎中 千代崎中 白子中 千代崎中 鈴鹿中 千代崎中
吉田　有輝(3) 23.13(-0.7) 塚原　達也(3) 23.83(-0.7) 鈴木　佑太朗(3) 24.25(-0.8) 緒方　英二(3) 24.36(-2.7) 中西　康眞(3) 24.38(-0.7) 松浦　陸(3) 24.42(-0.7) 山口　煌弥(3) 24.51(-0.7) 前田　祐輝(3) 24.83(-0.8)
鼓ヶ浦中 亀山中部中 白子中 鈴鹿中 白子中 白子中 千代崎中 鼓ヶ浦中
児波　賢(2) 55.22 井上　聖琉(3) 55.58 平岡　駿一(3) 57.44 兒玉　晴哉(3) 58.30 田中　そら(3) 1:04.17 上田　悠翔(2) 1:04.47
創徳中 亀山中部中 白鳥中 亀山中 創徳中 亀山中
木内　桜澄(2) 2:02.05 伊東　優希(3) 2:03.46 平田　凛太朗(3) 2:05.57 新開　翔太(3) 2:08.60 ヤマニハ　レオナルド(3) 2:10.19 阿部　泰樹(3) 2:10.98 堤山　航(3) 2:11.31 三平　弦徳(2) 2:13.09
平田野中 亀山中 白子中 白子中 白子中 平田野中 神戸中 千代崎中
木内　桜澄(2) 4:10.86 山中　航太(3) 4:16.22 田中　智稀(2) 4:17.41 伊藤　伶真(3) 4:20.16 平田　凛太朗(3) 4:21.80 新開　翔太(3) 4:23.39 岡田　和樹(3) 4:25.53 伊東　優希(3) 4:26.86
平田野中 大木中 白鳥中 白鳥中 白子中 白子中 白鳥中 亀山中
山中　航太(3) 9:26.95 岡田　和樹(3) 9:30.55 伊藤　伶真(3) 9:37.23 鈴木　一左(2) 10:08.72 松田　元気(2) 10:13.13 木納　俊介(3) 10:26.46 戸田　悠聖(3) 10:41.99 市川　拳暉(3) 10:48.30
大木中 白鳥中 白鳥中 大木中 白鳥中 鼓ヶ浦中 亀山中 鈴峰中
近藤　遼空(3) 17.50(-1.9) 稲生　悠(3) 17.67(-1.9) 小川　碧斗(2) 18.60(-1.9) サムエル　イチロ(3) 19.66(-1.9) 別府　海来(3) 20.69(-1.9) 鈴木　幸之介(3) 21.32(-1.9)
千代崎中 天栄中 創徳中 平田野中 亀山中部中 白子中
千代崎中A 44.37 白子中A 44.54 鼓ヶ浦中A 45.17 神戸中A 47.44 白鳥中 47.71 大木中A 48.08 平田野中 48.38 白子中B 48.84
近藤　遼空(3) 中西　康眞(3) 前田　祐輝(3) 伊藤　愛斗(3) 碓井　晟大(3) 伊藤　奏都(3) 伊藤　景虎(3) 小池　陽大(3)
東　蓮(3) 松浦　陸(3) 判治　優希(3) 儀賀　美乃輔(2) 加藤　光(3) 長谷川　弘翔(3) 大橋　凌太(3) 濵村　律貴(3)
山口　煌弥(3) 松永　陸(3) 鈴木　絢世(1) 瀬尾　洋介(3) 平岡　駿一(3) 中川　天聖(3) 中川　千秋(3) 森山　耀太(3)
近藤　璃空(3) 鈴木　佑太朗(3) 吉田　有輝(3) 宮﨑　楓真(2) 田中　智稀(2) 山北　颯汰(2) サムエル　イチロ(3) 鈴木　逢生(3)
武田　康生(3) 1m70 宮﨑　楓真(2) 1m60 山口　裕輝(2) 1m60 永濱　准(2) 1m55 亀井　健翔(3) 1m40
亀山中部中 神戸中 創徳中 白子中 千代崎中
伊藤　愛斗(3) 5m57(+1.8) 打田　悠真(3) 5m53(+1.6) 小西　勇輝(3) 5m48(+0.8) 早川　小太郎(3) 5m32(+1.2) 濵村　律貴(3) 5m06(+1.8) 近藤　璃空(3) 5m05(+1.5) 伊藤　奏都(3) 5m00(+1.0) 上田　龍汰(2) 4m78(+1.2)
神戸中 亀山中部中 鈴峰中 平田野中 白子中 千代崎中 大木中 鈴峰中
藤原　琢磨(3) 9m29 南　冠太(2) 8m91 村田　鷹星(3) 8m58 松井　聡汰(2) 8m40 谷口　真祥(3) 8m32 西村　圭柊(2) 8m11 眞瀬　新一(3) 7m96 中濵　友翔(3) 7m93
白子中 白子中 亀山中 亀山中部中 鈴峰中 創徳中 白子中 白子中
藤原　琢磨(3) 40m28 鈴木　逢生(3) 26m26 中濵　友翔(3) 25m39 谷口　真祥(3) 22m06 眞瀬　新一(3) 20m63 松井　聡汰(2) 20m46
白子中 白子中 白子中 鈴峰中 白子中 亀山中部中
白子中 47.63 千代崎中 49.60 神戸中A 50.97 亀山中部中A 51.08 鈴峰中A 51.79 鈴峰中B 53.91 亀山中A 53.95 亀山中部中B 54.86
永濱　准(2) 村田　陽音(2) 水越　蒼太(2) 豊田　玲空(2) 村部　文慶(2) 上田　龍汰(2) 豊田　悠介(2) 田中　琉星(2)
佐藤　潤(1) 荻須　湊梧(1) 浦口　夢斗(1) 木村　志音(1) 南　幸太郎(1) 湯浅　遥斗(1) 村上　太一(1) 團野　惠太(1)
大橋　健人(1) 仲松　武流(1) 関野　貴斗(1) 今村　恭涼(1) 加藤　颯人(1) 加藤　慶大(1) 松本　悠太(1) 市川　奏音(1)
小林　大輝(2) 渡邉　大智(2) 渡邊　恭祐(2) 南牟礼　健心(2) 片岡　波来真(2) 平野　煌大(2) 大澤　洸希(2) 藤田　晴敏(2)
鈴木　絢世(1) 12.56(-1.4) 大橋　健人(1) 12.88(-1.3) 佐藤　潤(1) 12.90(-1.3) 仙石　ヒロウ(1) 13.25(-0.8) 木村　志音(1) 13.29(-0.2) 荻須　湊梧(1) 13.60(0.0) 浦口　夢斗(1) 13.69(-1.3) 清水　ライヤン(1) 13.88(0.0)
鼓ヶ浦中 白子中 白子中 平田野中 亀山中部中 千代崎中 神戸中 神戸中
森川　天翔(1) 4:56.24 滝本　純平(1) 4:58.24 一尾　瑠惟(1) 5:17.73 松浦　圭(1) 5:17.78 伊藤　翼(1) 5:21.60 田中　禮貢(1) 5:26.60 伊藤　優希(1) 5:26.69 稲垣　瑛心(1) 5:31.21
白子中 白子中 神戸中 亀山中部中 神戸中 大木中 白鳥中 千代崎中

5位 6位 7位 8位

8月2日 一般男子　100m

8月1日 一般男子　1500m

第４回　鈴鹿市記録会 【20230739】 
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】 
2020/08/01 ～ 2020/08/02

1位 2位 3位 4位

8月1日 一般男子　走高跳

8月2日 一般男子　走幅跳

8月1日
高校男子　砲丸投

(6.000kg)

8月2日
高校男子　円盤投

(1.750kg)

8月2日 中学男子　100m

8月1日 中学男子　200m

8月2日 中学男子　400m

8月2日 中学男子　800m

8月1日 中学男子　1500m

8月2日 中学男子　3000m

8月1日 中学男子　110mYH

8月2日
中学男子
4×100mR

8月1日 中学男子　走高跳

8月2日 中学男子　走幅跳

8月1日
中学男子　砲丸投

(5.000kg)

8月2日
中学男子　円盤投

(1.500kg)

8月2日 中学男子低　4×100mR

8月2日 中学男子　1年100m

8月1日 中学男子　1年1500m


