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日付 種目 5位 6位 7位 8位

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

佐野　心愛(2) 13.32(+0.6) 尾崎　亜弥(3) 13.66(+0.6) 佐々木　優希(2) 13.87(-0.7) 伊藤　愛梨(2) 13.93(+0.6) 石井　朱音(2) 14.46(-0.7) 吉田　華未(2) 14.61(-0.7) 山中　咲空(1) 14.61(+0.6) 上地　朱海(2) 15.34(-0.7)
鈴鹿高 稲生高校 鈴鹿高 稲生高校 稲生高校 亀山高 亀山高 亀山高
竹田　高嶺(2) 5:13.89 伊藤　綺更(2) 5:19.66 岩﨑　琴美(2) 5:26.04 宮原　之佳(1) 5:58.68 橋本　理沙(2) 6:12.22 末﨑　優愛(1) 6:37.86 仲野　寛子(1) 6:44.77 水野　莉織菜(1) 6:51.98
稲生高校 鈴鹿高 稲生高校 亀山高 稲生高校 鈴鹿高 亀山高 鈴鹿高
石崎　美羽(2) 4m55(+1.0)
稲生高校
岩本　乙夏(3) 13m70 伊藤　梨衣奈(3) 10m22 古川　陽葵(1) 9m53 釜谷　梨里衣(3) 9m07 小屋口　真白(1) 8m52 鈴木　若葉(2) 7m39 林　和花(1) 7m05
稲生高校 SR 亀山高 稲生高校 稲生高校 亀山高 稲生高校 亀山高
岩本　乙夏(3) 40m18 釜谷　梨里衣(3) 28m45 古川　陽葵(1) 25m57 鈴木　若葉(2) 20m51
稲生高校 稲生高校 稲生高校 稲生高校
清水　彩加(3) 12.55(+0.7) 宮﨑　藍果(2) 13.05(+0.7) 湯本　陽香(3) 13.14(+0.7) 徳山　叶愛(3) 13.30(+0.7) 前田　茜(3) 13.31(+0.7) 岩田　紗和(2) 13.37(+1.6) 一尾　瑠華(3) 13.37(+0.7) 村上　流唯(2) 13.46(+1.0)
白子中 天栄中 鼓ヶ浦中 白子中 鈴峰中 白子中 神戸中 白子中
清水　彩加(3) 25.94(-0.5) 湯本　陽香(3) 27.23(-0.5) 一尾　瑠華(3) 27.50(-0.5) 徳山　叶愛(3) 27.68(-0.5) 前田　茜(3) 27.77(-0.5) 村上　流唯(2) 28.23(-1.2) 岩田　紗和(2) 28.56(-1.2) 宮元　彩花(3) 28.67(-1.2)
白子中 鼓ヶ浦中 神戸中 白子中 鈴峰中 白子中 白子中 白子中
松本　未空(3) 2:12.39 平野　里歩(3) 2:15.19 山田　和花(2) 2:21.88 林　里音(2) 2:27.11 新開　月渚(3) 2:30.11 近藤　百晏(2) 2:30.23 鈴木　光咲(2) 2:30.60 出岡　美柚(3) 2:31.22
平田野中 多度中 神戸中 亀山中 鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 白鳥中 鼓ヶ浦中
松本　未空(3) 4:42.23 山田　和花(2) 5:02.77 鈴木　光咲(2) 5:06.98 北村　彩菜(3) 5:07.55 新開　月渚(3) 5:12.01 林　里音(2) 5:12.94 出岡　美柚(3) 5:16.85 矢田　楓子(3) 5:20.29
平田野中 神戸中 白鳥中 神戸中 鼓ヶ浦中 亀山中 鼓ヶ浦中 神戸中
鈴木　華花(3) 16.56(-1.9) 藤井　綾音(3) 17.58(-1.9) 深田　苺亜(3) 18.25(-1.9) 岡村　音々(3) 19.12(-1.9) 澤井　希保(3) 19.64(-1.9) 松井　未来(3) 20.44(-1.9) 中塩　晴斐(3) 21.02(-1.9) 寺村　奈々花(3) 21.05(-1.9)
平田野中 大木中 神戸中 白子中 白鳥中 白子中 白鳥中 鼓ヶ浦中
白子中A 50.26 神戸中A 52.26 亀山中部中 53.26 平田野中 53.59 大木中A 53.79 鼓ヶ浦中A 54.35 鈴峰中A 55.01 千代崎中A 55.20
村上　流唯(2) 仲野　優夢(3) 石田　陽花(3) 鈴木　華花(3) 加藤　千瑚(3) 伊藤　ゆずな(3) 前川　茉南(3) 北川　想(3)
清水　彩加(3) 三杉　光(3) 坂部　希々(3) 宮本　芽依(2) 近藤　凪紗(3) 寺村　奈々花(3) 村上　万弓花(3) 瓜生　絢乃(3)
岩田　紗和(2) 一尾　瑠華(3) 恒吉　朱美(3) 佐々木　湖都(2) 萩原　汐那(3) 笠木　環那(3) 羽田　睦月(3) 黒木　唯香(3)
徳山　叶愛(3) 玉村　裕那(3) 松永　彩良(3) 松本　未空(3) 松村　妃奈乃(3) 湯本　陽香(3) 前田　茜(3) 中村　結羽(3)
佐久間　寿珠香(3) 1m45 桑原　杏咲(3) 1m40 広瀬　結麻(2) 1m30 今岡　愛結(3) 1m25 伊藤　璃音(2) 1m25 北川　想(3) 1m20 後藤　心花(2) 1m20 加藤　梨暖(3) 1m15
亀山中部中 白鳥中 白鳥中 亀山中部中 鈴峰中 千代崎中 神戸中 千代崎中
宮﨑　藍果(2) 5m25(+0.2) 鈴木　華花(3) 4m88(+1.0) 宮本　芽依(2) 4m53(+0.2) 村上　万弓花(3) 4m38(+0.8) 山本　結唯(3) 4m26(+0.8) 平野　佳奈(3) 4m13(+0.4) 廣田　千咲(2) 4m10(+0.8) 飯田　真衣(3) 3m93(+0.2)
天栄中 平田野中 平田野中 鈴峰中 白子中 神戸中 亀山中 白子中
服部　百花(3) 10m51 笠木　環那(3) 9m80 岡　穂乃夏(3) 9m25 一色　星凜(3) 7m48 平川　綾音(2) 7m32 辻　花音(3) 7m19 桂　結愛(2) 6m85 田中　莉乃(3) 6m74
鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦中 鈴鹿中 神戸中 白子中 鼓ヶ浦中 鈴峰中 白鳥中
笠木　環那(3) 26m52 岡　穂乃夏(3) 20m06 服部　百花(3) 17m22 一色　星凜(3) 15m00 辻　花音(3) 13m61
鼓ヶ浦中 鈴鹿中 鼓ヶ浦中 神戸中 鼓ヶ浦中
亀山中A 55.86 神戸中A 56.76 大木中A 58.75 白鳥中 58.75 大木中B 1:00.89 亀山中部中B 1:03.02 鼓ヶ浦中A 1:04.66
廣田　千咲(2) 新藤　綾乃(2) 藤原　菜名(2) 弓場　夏希(2) 福原　紗季(2) 木村　天弥(2) 森　美玲(2)
森口　つかさ(1) 鈴木　香里奈(1) 近藤　汐美(1) 松田　恋羽(1) 城下　絢音(1) 奈良　妃(1) 判治　実咲(1)
服部　佑香(1) 横尾　奈々(1) 内山　宙(1) 河戸　望璃(1) 室　温子(1) 乗峰　咲季(1) 深見　美帆(1)
鈴木　紗希(2) 後藤　心花(2) 奥村　姫衣(2) 森　麻里菜(2) 田中　瑞琴(2) 宮城　希宇(2) 浅川　結奈(2)
森口　つかさ(1) 14.34(+1.2) 鈴木　香里奈(1) 14.64(+1.1) 松本　枝連(1) 14.72(+2.0) 蔵城　柑奈(1) 14.76(-0.4) 稲葉　夕紗(1) 14.82(+1.9) 松田　恋羽(1) 14.87(+1.2) 垣内　菜々子(1) 14.92(+1.1) 深見　紗矢(1) 14.93(+1.9)
亀山中 神戸中 創徳中 亀山中部中 平田野中 白鳥中 創徳中 千代崎中
松田　珠依(1) 2:41.06 松本　枝連(1) 2:45.36 舟山　綺良梨(1) 2:48.25 丹戸　琴梨(1) 2:49.48 木内　咲桜(1) 2:52.00 早田　理花(1) 2:52.71 佐野　心彩(1) 2:53.70 岡本　絢(1) 2:53.74
白子中 創徳中 創徳中 神戸中 平田野中 創徳中 創徳中 白鳥中

凡例  SR:鈴鹿市記録 *TL:着差なし

8月2日 一般女子　100m

8月1日 一般女子　1500m

8月2日 一般女子　走幅跳

8月1日
一般女子　砲丸投

(4.000kg)

8月2日
一般女子　円盤投

(1.000kg)

8月2日 中学女子　100m

8月1日 中学女子　200m

8月2日 中学女子　800m

8月1日 中学女子　1500m

8月1日 中学女子　100mH

8月2日
中学女子
4×100mR

8月1日 中学女子　走高跳

8月2日 中学女子　走幅跳

8月1日
中学女子　砲丸投

(2.721kg)

8月1日 中学女子　1年800m

8月2日
中学女子　円盤投

(1.000kg)

8月2日
中学女子低
4×100mR

8月2日 中学女子　1年100m


