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記 録 主 任 近藤　智紀

日付 種目

儀賀　美乃輔(3) 11.64(-0.3) 上田　涼平(2) 11.67(-0.3) 佐藤　潤(2) 11.69(+1.6) 大橋　健人(2) 11.72(+1.6) 鈴木　絢世(2) 11.74(+1.6) 小川　碧斗(3) 11.80(-0.3) 山口　朔矢(3) 11.87(-0.3) 南牟礼　健心(3) 11.91(+1.6)
神戸中 久居中 白子中 白子中 鼓ヶ浦中 創徳中 高田中 亀山中部中
小川　碧斗(3) 23.27(+0.2) 地主　怜央(3) 23.68(+0.2) 上田　涼平(2) 23.72(-1.6) 鈴木　絢世(2) 23.79(+0.2) 南牟礼　健心(3) 23.86(+0.2) 中西　政斗(3) 24.49(-2.3) 佐藤　響(3) 24.66(-1.8) 前川　徹平(3) 24.77(+0.3)
創徳中 久保中 久居中 鼓ヶ浦中 亀山中部中 三雲中 橋南中 久保中
地主　怜央(3) 16.47(-3.1) 山口　裕輝(3) 17.95(-3.1) 中西　輝貴(J3) 18.83(-3.1) 久保　太一(2) 19.23(-3.1) 村岡　遼太(J2) 19.59(-3.1) 矢内　涼翔(3) 19.95(-4.1) 金森　翔聖(2) 20.16(-4.1) 山中　幸弥(3) 21.04(-4.1)
久保中 創徳中 J&E久居 一志中 アスリートＹ 橋南中 千代崎中 久保中
白子中 45.16 久保中 46.91 橋南中A 47.00 神戸中A 47.19 鈴峰中A 47.48 尾鷲中A 47.64 豊里A 47.66 亀山中部中 48.54
山本　佳知(3) 山中　幸弥(3) 杉本　隼都(3) 水越　蒼太(3) 村部　文慶(3) 桑原　駿介(3) 三谷　桜我(3) 中西　圭佑(3)
大橋　健人(2) 前川　徹平(3) 村上　大夢(3) 儀賀　美乃輔(3) 平野　煌大(3) 川端　藍斗(3) 小鷺　羚維(2) 藤田　晴敏(3)
佐藤　潤(2) 田川　颯都(3) 佐藤　響(3) 渡邊　恭祐(3) 前田　琉翔(3) 若林　大仁(3) 萩野　友翔(2) 今村　恭涼(2)
小林　大輝(3) 地主　怜央(3) 岩城　信哉(2) 亀井　颯真(3) 片岡　波来真(3) 坪田　啓太郎(3) 中須　樹生(3) 南牟礼　健心(3)
宮﨑　楓真(3) 1m70 山口　裕輝(3) 1m60 山中　幸弥(3) 1m55 福田　大貴(J2) 1m55 吉井　一哲(3) 1m55 澤藤　真平(3) 1m55 松本　悠太(2) 1m50 高木　敬翔(3) 1m40
神戸中 創徳中 久保中 熊野RC 白子中 創徳中 亀山中 亀山中
大川　大和(3) 5m80(+0.1) 澤藤　真平(3) 5m46(-0.1) 儀賀　美乃輔(3) 5m41(0.0) 浦崎　陽色(3) 5m40(0.0) 棟田　暉斗(3) 5m33(0.0) 平生　悠真(2) 5m24(0.0) 上田　龍汰(3) 5m19(-0.1) 島田　健太郎(3) 5m17(-0.1)
創徳中 創徳中 神戸中 三雲中 創徳中 久保中 鈴峰中 一身田中
南　冠太(3) 11m86 西村　圭柊(3) 11m28 平川　礼桜(3) 10m05 三谷　桜我(3) 9m26 前出　春信(2) 8m98 松井　聡汰(3) 8m88 佐野　飛雅(2) 8m76 落合　龍雅(3) 8m27
白子中 創徳中 創徳中 豊里中 平田野中 亀山中部中 創徳中 豊里中
平田　晃大(2) 25m00 佐野　飛雅(2) 24m24 西村　圭柊(3) 23m18 佐藤　大護(2) 22m05 藤本　大寿(2) 21m30 松井　聡汰(3) 20m72 平川　礼桜(3) 20m36 根来　琉生(J3) 18m79
三雲中 創徳中 創徳中 創徳中 久居西 亀山中部中 創徳中 紀北RC
後藤　杏実(J3) 12.84(+0.1) 木嶋　鈴(3) 13.11(+0.1) 村上　流唯(3) 13.26(+0.1) 山田　愛菜(2) 13.36(+0.1) 小川　美典(3) 13.48(+1.9) 谷本　陽菜(2) 13.48(+1.7) 稲見　萌瑠百(J3) 13.49(+1.7) 中垣内　万尋(2) 13.50(+1.7)
アスリートＹ 一志中 白子中 嬉野中 嬉野中 白子中 アスリートＹ 三重大附属中
木嶋　鈴(3) 27.04(-2.4) 山田　愛菜(2) 27.48(-2.4) 小川　美典(3) 27.89(-0.6) 折戸　彩冬(3) 27.92(+0.6) 森口　つかさ(2) 28.15(-0.4) 村上　流唯(3) 28.18(-2.4) 奥村　姫衣(3) 28.33(+0.6) 中山　結愛(3) 28.58(-2.4)
一志中 嬉野中 嬉野中 嬉野中 亀山中 白子中 大木中 神戸中
後藤　杏実(J3) 15.02(-1.5) 稲見　萌瑠百(J3) 16.97(-1.5) 中垣内　万尋(2) 17.25(-1.5) 加納　乙葉(2) 17.31(-1.5) 中尾　萌花(J1) 17.54(-2.0) 出丸　由珠奈(2) 17.59(-1.5) 濵西　穂乃佳(J3) 17.67(-1.5)
アスリートＹ アスリートＹ 三重大附属中 千代崎中 イムラＡＡ 一志中 紀北RC

芹田　悠花(2) 17.54(-1.3)
三雲中

嬉野中A 52.11 白子中 53.14 三雲中 53.80 紀北RC 54.39 創徳中 54.86 亀山中B 54.87 久保中 54.94 大木中A 55.65
加藤　未悠(3) 谷本　陽菜(2) 芹田　悠花(2) 宮地　莉々華(J3) 垣内　菜々子(2) 森口　つかさ(2) 松本　悠愛(3) 近藤　汐美(2)
折戸　彩冬(3) 村上　流唯(3) 北岡　紅葉(3) 久保　心優(J3) 松本　枝連(2) 福田　陽菜(1) 辻井　美羽(3) 藤原　菜名(3)
小川　美典(3) 小野　栞音(3) 高橋　りこ(3) 濵西　穂乃佳(J3) 薮田　唯花(2) 服部　佑香(2) 中西　悠香(2) 奥村　姫衣(3)
山田　愛菜(2) 小山　瑞葉(3) 山下　佳菜子(3) 西　凜梨(J2) 佐野　心彩(2) 山本　楓乃(3) 坂本　小夏(3) 室　温子(2)
井ノ口　世菜(3) 1m50 広瀬　結麻(3) 1m40 伊藤　璃音(3) 1m30 浦出　羽菜(2) 1m25 加藤　槙(J3) 1m25 松田　恋羽(2) 1m20 伊藤　咲和(2) 1m20
豊里中 白鳥中 鈴峰中 三雲中 熊野RC 白鳥中 鈴峰中

坂口　綾菜(2) 1m20
亀山中部中

中尾　心咲(3) 4m50(-0.1) 宮本　芽依(3) 4m45(-1.2) 濵西　穂乃佳(J3) 4m38(-0.4) 町井　心優(2) 4m35(0.0) 宮﨑　桃果(J1) 4m33(-0.2) 谷川　鈴乃(2) 4m32(-0.2) 宮地　莉々華(J3) 4m32(-0.2) 森　麻里菜(3) 4m30(0.0)
一志中 平田野中 紀北RC 三重大附属中 イムラＡＡ 一志中 紀北RC 白鳥中
世古　櫻紗(J3) 13m29 小倉　加稟(J3) 11m99 角谷　凜香(3) 9m49 丸山　里桜(2) 9m39 城下　絢音(2) 7m80 平川　綾音(3) 7m29 村田　あやめ(J3) 7m12 熊川　乃愛(2) 7m00
紀北RC 紀北RC 久居西 一志中 大木中 白子中 熊野RC 三雲中
世古　櫻紗(J3) 34m05 角谷　凜香(3) 22m28 松島　幸音(2) 17m80 原田　希夏(2) 16m68 溝口　晴奏(3) 16m28 種村　安莉(2) 14m37 西井　優奈(3) 14m17 鈴木　香里奈(2) 13m99
紀北RC 久居西 久居中 南郊中 南郊中 南郊中 南郊中 神戸中

凡例  SER:鈴鹿市小学記録 *TK:着差あり *TL:着差なし

5位 6位 7位

4月10日 中学男子　100m

4月10日 中学男子　200m

8位

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

   【中学校の部】

1位 2位 3位 4位

4月10日 中学男子　110mYH

4月10日 中学男子　4×100mR

4月10日 中学男子　走高跳

4月10日 中学女子　100m

4月10日 中学男子　走幅跳

4月10日 中学男子　砲丸投(5.000kg)

4月10日 中学男子　円盤投(1.500kg)

4月10日 中学女子　4×100mR

4月10日 中学女子　走高跳

4月10日 中学女子　200m

4月10日 中学女子　100mH

4月10日 中学女子　走幅跳

4月10日 中学女子　砲丸投(2.721kg)

4月10日 中学女子　円盤投(1.000kg)


