
ト ラ ッ ク 審 判 長 角谷　和宏

跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 近藤　智紀

日付 種目

森岡　大地 10.75(0.0) 中川　想基 10.93(0.0) 川喜田　剛志 10.97(0.0) 稲垣　夏生 10.99(0.0) 竹田　星哉 11.11(0.0) 松尾　慎太郎 11.37(-0.6) 緒方　英二(4) 11.38(+0.2) 神谷　龍之介 11.40(-0.6)
T.G.K デンソー大安 T.G.K T.G.K T.G.K ｏｍｇ 鈴鹿中等 T.G.K
稲垣　夏生 21.78(-0.5) 松尾　慎太郎 21.82(-0.5) 川喜田　剛志 22.02(-0.5) 水谷　拓也 22.19(-0.5) 緒方　英二(4) 22.62(-0.6) 竹田　星哉 22.66(-0.5) 神谷　龍之介 22.68(-0.6) 川瀬　翔(3) 22.97(-0.6)
T.G.K ｏｍｇ T.G.K T.G.K 鈴鹿中等 T.G.K T.G.K 三重大医陸
森岡　大地 34.2 伊藤　翔雲(2) 34.91 喜多嶋　勝平 36.43 伊藤　悠真(2) 36.6 桝田　啓一郎(4) 36.7 伊藤　拓一郎 37.79 川添　葵吏(3) 38.22
T.G.K 南山大学 デンソー大安 稲生高 鈴鹿高専 デンソー大安 鈴鹿高専
伊藤　瑠威(3) 2:03.02 松浦　広希 2:03.63 三平　弦徳(3) 2:04.02 田中　智稀(3) 2:07.37 上條　玄太(3) 2:07.52 髙間　光(4) 2:09.05 稲玉　倖太(J3) 2:09.26 金森　湧大(3) 2:09.45
鈴鹿高専 三重マスターズ 千代崎中 白鳥中 神戸中 鈴鹿高専 ＹウェルネスＣ 鈴鹿高専
松石　啓輔 4:01.91 磯尾　友規 4:02.63 伊藤　瑠威(3) 4:03.09 南部　幸裕 4:05.22 児玉　勘太 4:08.20 石坂　健太 4:08.46 福田　直瑛(2) 4:10.73 上條　玄太(3) 4:10.74
アッサ ＦОＲ 鈴鹿高専 米鈴AC ＦОＲ ＦОＲ 鈴鹿高 神戸中
松石　啓輔 8:44.20 森　一真 8:46.08 磯尾　友規 8:46.64 石坂　健太 8:47.36 天野　正治 8:52.94 原田　侑宜(3) 9:06.27 竹中　泰知 9:07.07 野口　正人 9:15.72
アッサ 三重陸協 ＦОＲ ＦОＲ T.G.K 四日市中部中 ＦОＲ スポルトマックス
佐脇　大政(3) 15.38 森　瑛志 15.42 吉田　悠介(2) 16.02 常光　暁(3) 16.57 松尾　灯朗(2) 17.15
稲生高 アスリートＹ 鈴鹿高 鈴鹿高専 鈴鹿高専
喜多嶋　勝平 41.30 服部　来吾(3) 44.89
デンソー大安 稲生高
鈴鹿高専 44.23
京道　慶(5)
川添　葵吏(3)
桝田　啓一郎(4)
常光　暁(3)
中馬　義貴(4) 1m85 岡﨑　稜汰(5) 1m85 石井　光稀(1) 1m80 山際　大雅(4) 1m75 袴田　幸侑(2) 1m65 武田　康生(1) 1m65
鈴鹿高専 鈴鹿高専 亀山高 三重大 三重大医陸 亀山高
福本　雅樹(3) 7m07(+3.0) 岡部　昌倖 6m90(+2.3) 横山　宇宙 6m84(+3.1) 城田　隼佑 6m46(+2.2) 原　一貴(3) 6m24(+1.3) 髙松　海斗(5) 6m06(+1.3) 打田　悠真(1) 5m94(+2.4) 伊藤　勇也 5m81(+2.6)
亀山高 *F1 T.G.K 公認記録なし デンソー大安 公認記録なし 米鈴AC *F3 亀山高 鈴鹿高専 亀山高 *F2 HOBO.RC *F3

公認6m53(+1.6) 公認6m31(+1.9) 公認5m89(+1.4) 公認5m73(+2.0)

清水　元基 39m17 前田　幹太(4) 29m60
T.G.K 鈴鹿高専
山下　拓夢(2) 43m47 藤原　琢磨(1) 38m44 川田　貴優(3) 23m30
鈴鹿高 稲生高 鈴鹿高専
中松　暖弥(3) 14m55 中嶋　友聡(3) 13m72 廣垣　凜太郎(2) 10m32 谷口　真祥(1) 9m78 片岡　佳太(2) 9m18 村田　雅斗(2) 8m78 中西　海翔(1) 8m77 村田　鷹星(1) 8m62
亀山高 稲生高 鈴鹿高専 稲生高 鈴鹿高 鈴鹿高 稲生高 亀山高
藤原　琢磨(1) 41m30 森岡　隼輝(3) 40m49 小倉　大輝(2) 40m09 中松　暖弥(3) 38m49 山下　拓夢(2) 33m62
稲生高 稲生高 稲生高 亀山高 鈴鹿高
米川　幸輝(2) 37m94 別府　佑一(3) 31m47 村田　雅斗(2) 28m39 谷口　真祥(1) 23m59 片岡　佳太(2) 19m10
稲生高 稲生高 鈴鹿高 稲生高 鈴鹿高

5月1日 高校男子　ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

5月1日 一般男子　やり投(800g)

5月1日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

5月1日 高校男子　円盤投(1.750kg)

5月1日 一般男子　走高跳

5月1日 一般男子　走幅跳

5月1日 一般男子　円盤投(2.000kg)

5月1日
一般男子　110mH 

風：-1.3

5月1日
一般男子

300mH(0.914m/35m) 
風：0.0

5月1日 一般男子　4×100mR

5月1日 男子800m

5月1日 男子1500m

5月1日 男子3000m

8位

5月1日 一般男子　100m

5月1日 一般男子　200m

5月1日 一般男子　300m

第２回鈴鹿市記録会 【21230705】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2021/05/01 ～ 2021/05/01

一般の部

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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日付 種目 8位

第２回鈴鹿市記録会 【21230705】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2021/05/01 ～ 2021/05/01

一般の部

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

鈴木　塔子 12.68(-0.9) 森口　和果(2) 12.88(-0.9) 谷﨑　仁美 12.98(-0.9) 青山　ひより(1) 13.03(-0.9) 山口　來夢(3) 13.18(-0.9) 前田　茜(1) 13.42(-0.9) 内田　英玲沙(3) 13.44(-1.9) 矢野　未玲(3) 13.50(-0.9)
孔官堂 四日市商高 ｏｍｇ 鈴鹿高 四日市商高 亀山高 四日市商高 愛学大
青山　ひより(1) 26.43(-2.0) 前田　茜(1) 26.97(-2.0) 佐野　心愛(3) 27.59(-2.0) 佐々木　優希(3) 28.58(-0.3) 大葉　美月(5) 28.62(-1.7) 濱本　望愛(4) 29.10(-1.7) 桐島　　好香(1) 29.18(-1.7) 田之上　遥香(5) 29.32(-0.3)
鈴鹿高 亀山高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高専 鈴鹿中等 鈴鹿高 鈴鹿中等
谷﨑　仁美 40.4 服部　りら(2) 42.24 中村　美穂(2) 44.14 伊藤　花宝(2) 45.53 池田　真結(2) 45.91 吉田　華未(3) 47.65
ｏｍｇ 鈴鹿高 四日市商高 三重大医陸 四日市商高 亀山高
山田　和花(3) 2:25.74 冨田　幸希(3) 2:29.43 上嶋　乃愛(1) 2:29.88 松田　萌加(J2) 2:30.08 松本　枝連(2) 2:30.24 近藤　百晏(3) 2:31.78 鈴木　光咲(3) 2:32.74 谷　果保(3) 2:33.02
神戸中 白鳥中 鈴鹿高 四日市TFC 創徳中 鼓ヶ浦中 白鳥中 八風中
林　里音(3) 4:49.87 山吉　絢(3) 4:50.53 坂　実咲 4:52.14 谷　果保(3) 4:55.35 岩田　春華(J3) 4:58.18 神田　夢佳(1) 4:58.48 松田　萌加(J2) 5:00.78 皆川　七奈子(1) 5:01.17
亀山中 四日市南中 アッサ 八風中 ＹウェルネスＣ 羽津中 四日市TFC 山手中
古川　智未(2) 17.00 竹田　高嶺(3) 17.17 稲田　楓(3) 18.82
四日市商高 稲生高 愛学大
古川　智未(2) 47.94
四日市商高
鈴鹿高 50.67
末藤　新菜(1)
青山　ひより(1)
服部　りら(2)
佐野　心愛(3)
清水　万帆(1) 1m56 澤田　華(1) 1m50 村松　歩佳(5) 1m40
四日市商高 四日市商高 鈴鹿高専
末藤　新菜(1) 4m96(+1.6) 加藤　沙耶香(3) 4m90(+1.2) 竹田　高嶺(3) 4m28(+0.1) 諸岡　百合子 4m11(+2.4) 山路　彩乃(2) 4m01(+2.4)
鈴鹿高 三重大 稲生高 四日市TFC *F1 四日市商高 公認記録なし

公認4m05(+2.0)

服部　百花(1) 8m86 林　和花(2) 7m79 野村　綺々(4) 6m37
鈴鹿高 亀山高 鈴鹿高専
喜多嶋　良子 37m43 岡　穂乃夏(4) 24m19 服部　百花(1) 17m56
三重マスターズ 鈴鹿中等 鈴鹿高
鈴木　若葉(3) 35m22
稲生高
鈴木　若葉(3) 32m67 岡　穂乃夏(4) 28m67 佐藤　陽菜乃(3) 23m48
稲生高 鈴鹿中等 四日市商高

凡例  *TK:着差あり *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高

5月1日 一般女子　やり投(600g)

5月1日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

5月1日 一般女子　円盤投(1.000kg)

5月1日 一般女子　ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

5月1日 一般女子　走高跳

5月1日 一般女子　走幅跳

5月1日
一般女子　100mH 

風：-3.0

5月1日
一般女子

300mH(0.762m/35m) 
風：0.0

5月1日 一般女子　4×100mR

5月1日 一般女子　300m

5月1日 女子800m

5月1日 女子1500m

5月1日 一般女子　100m

5月1日 一般女子　200m


