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記 録 主 任 近藤　智紀

日付 種目

髙松　星斗(3) 11.29(-1.6) 高木　陽(2) 11.40(-0.3) 山本　琉斗(2) 11.42(-1.6) 緒方　英二(4) 11.46(-1.9) 小林　龍弥(4) 11.47(-0.4) 萩原　拓海(3) 11.52(-1.6) 山羽　雄斗(3) 11.54(+1.0) 前川　鎮秀(2) 11.55(-1.9)
稲生高 三重大 稲生高 鈴鹿中等 鈴鹿高専 稲生高 三重大 津商高
伊藤　瑠威(3) 1:58.81 松石　啓輔 1:59.99 木内　桜澄(3) 2:00.26 近藤　啓太 2:00.64 松浦　広希 2:03.29 本田　敬大(2) 2:03.51 田中　智稀(3) 2:04.23 加藤　恭吾(3) 2:04.94
鈴鹿高専 ＡＳＳＡ－ＴＣ 平田野中 ｔｅａｍＦ．Ｏ．Ｒ 三重マスターズ 神戸高 白鳥中 津工高
松石　啓輔 4:01.75 近藤　啓太 4:03.34 吉田　亘(3) 4:03.96 伊藤　瑠威(3) 4:07.19 田中　智稀(3) 4:08.14 上條　玄太(3) 4:11.80 松浦　広希 4:13.58
ＡＳＳＡ－ＴＣ ｔｅａｍＦ．Ｏ．Ｒ 高田高 鈴鹿高専 白鳥中 神戸中 三重マスターズ

三平　弦徳(3) 4:13.58
千代崎中 *TL

福田　直瑛(2) 9:06.02 三平　弦徳(3) 9:12.60 原田　侑宜(3) 9:16.63 瀬古　雄大(3) 9:19.37 加藤　結羽(2) 9:25.42 宮地　巧真 9:28.08 藪谷　幸輝(3) 9:36.37 大浦　淳(3) 9:41.11
鈴鹿高 千代崎中 四日市中部中 三雲中 三雲中 三重陸協 稲生高 楠中
佐脇　大政(3) 15.62 竹村　颯真(M1) 16.14 森　一真(2) 16.60 吉田　悠介(2) 16.69 川田　貴優(3) 22.49
稲生高 三重大 神戸高 鈴鹿高 鈴鹿高専
稲生高A 42.27 鈴鹿高専 43.40 稲生高B 44.84 鈴鹿高 45.02 熊野RC 45.21 津工高A 49.08
山本　琉斗(2) 京道　慶(5) 荻原　優斗(3) 柳田　健次(2) 山下　賢典(H2) 料所　隆紀(2)
鎌田　翔太郎(2) 小林　龍弥(4) 伊藤　悠真(2) 中村　快翔(2) 三鬼　拓也(H3) 森下　雅矢(3)
萩原　拓海(3) 桝田　啓一郎(4) 佐脇　大政(3) 紺野　将伍(2) 石垣　遥陽(H3) 長谷川　和輝(2)
髙松　星斗(3) 生川　将(2) 海住　航守(2) 吉田　悠介(2) 濵口　純明(H2) 加藤　恭吾(3)
衛藤　昂 2m25 前川　鎮秀(2) 2m00 岡﨑　稜汰(5) 1m90 湯浅　暁玲 1m70
味の素ＡＧＦ 津商高 鈴鹿高専 三重陸協
小渕　拓真(2) 6m31(+1.5) 森　裕真(3) 6m15(+0.9) 清水　蓮(3) 5m90(+0.3) 奥田　大輝(3) 5m55(+1.2) 伊藤　優希(3) 5m55(+0.6) 加藤　颯太郎(2) 5m42(+0.3) 森ノ木　蓮(5) 5m37(+1.4)
高田高 高田高 神戸高 桑名工業高 神戸高 高田高 鈴鹿中等
秋田　琉希(2) 48m67 山際　大雅(4) 46m83 今井　琳太郎(2) 39m73 岡本　優輝(5) 29m08
稲生高 三重大 高田高 鈴鹿中等
中嶋　友聡(3) 13m01 森岡　隼輝(3) 12m45 池田　響(3) 11m37 廣垣　凜太郎(2) 10m62 村田　雅斗(2) 8m69 片岡　佳太(2) 7m87 川田　貴優(3) 6m67
稲生高 稲生高 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高専
藤原　琢磨(1) 40m38 森岡　隼輝(3) 40m03 中嶋　友聡(3) 36m88 山下　拓夢(2) 31m86 吉井　一真(2) 17m78
稲生高 稲生高 稲生高 鈴鹿高 高田高
平岡　璃子(2) 13.11(+1.0) 青山　ひより(1) 13.12(+1.0) 豊田　芽以(2) 13.16(+1.0) 服部　りら(2) 13.26(+1.0) 伊藤　未来(3) 13.27(+1.0) 佐野　心愛(3) 13.30(+1.0) 田中　彩(3) 13.53(-1.5) 末藤　新菜(1) 13.77(+1.0)
津商高 鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高 津商高 鈴鹿高 津商高 鈴鹿高
松本　未空(1) 2:14.93 林　里音(3) 2:23.23 林　千華(3) 2:25.20 冨田　幸希(3) 2:26.61 坂　実咲 2:28.64 林　千葡(3) 2:28.73 竹田　高嶺(3) 2:30.16 近藤　百晏(3) 2:30.78
鈴鹿高 亀山中 三重大附属中 白鳥中 ＡＳＳＡ－ＴＣ 三重大附属中 稲生高 鼓ヶ浦中
林　里音(3) 4:50.21 冨田　幸希(3) 4:51.35 丹戸　瑠梨(3) 4:57.75 平野　生歩(3) 4:58.41 林　千葡(3) 4:59.92 豊田　結衣(3) 4:59.97 坂　実咲 5:02.10 新開　美玖(2) 5:05.93
亀山中 白鳥中 津商 津商高 三重大附属中 津商高 ＡＳＳＡ－ＴＣ 津商高
津商高A 51.82 津商高B 54.13 高田高 54.72
伊藤　未来(3) 秋山　咲(2) 柴田　菜々子(3)
平岡　璃子(2) 加藤　日菜子(2) 正司　愛実(2)
中野　菖(3) 早川　乃愛(2) 小野　愛莉(3)
田中　彩(3) 野田　花音(3) 鈴木　聖菜(3)
野田　花音(3) 1m50
津商高
加藤　沙耶香(3) 5m26(+1.1) 村岡　紗千(3) 5m12(+1.8) 加藤　日菜子(2) 4m93(+1.5) 田中　日葉(3) 4m71(+1.7) 末藤　新菜(1) 4m58(+0.9) 早川　乃愛(2) 4m39(+0.6) 石崎　美羽(3) 4m25(+1.2) 米澤　佑莉(3) 4m12(+0.1)
三重大 神戸高 津商高 神戸高 鈴鹿高 津商高 稲生高 津商高
若林　亜美(2) 8m62 服部　百花(1) 8m51
津商高 鈴鹿高
橋本　理沙(3) 23m19
稲生高
鈴木　若葉(3) 34m80 岡　穂乃夏(4) 30m34 鈴木　聖菜(3) 26m25
稲生高 鈴鹿中等 高田高

凡例  SER:鈴鹿市小学記録 *TK:着差あり *TL:着差なし

第１回鈴鹿市記録会 【21230704】 
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】 
2021/04/10 ～ 2021/04/10

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月10日 一般男子　100m

4月10日 男子800m

4月10日 男子1500m

4月10日 男子3000m

4月10日
一般男子　110mH 

風：-2.0

4月10日 一般男子　4×100mR

4月10日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

4月10日 高校男子　円盤投(1.750kg)

4月10日 一般男子　走高跳

4月10日 一般男子　走幅跳

4月10日 一般男子　やり投(800g)

4月10日 一般女子　100m

4月10日 女子800m

4月10日 女子1500m

4月10日 一般女子　4×100mR

4月10日 一般女子　走高跳

4月10日 一般女子　走幅跳

4月10日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

4月10日 一般女子　円盤投(1.000kg)

4月10日 一般女子　やり投(600g)


