
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

阪倉　慶一 10.64 川喜田　剛志 10.69 稲垣　夏生 10.78 松井　修平(1) 10.82 笠原　真綾(4) 10.95 青井　拓海(2) 10.96 竹田　星哉 10.98
T.G.K GR T.G.K T.G.K 至学館大 皇學館大 南山大学 T.G.K
近藤　啓太 14:42.26 栗本　寛士 14:55.59 磯尾　友規 14:57.69 石坂　健太 14:58.52 松石　啓輔 15:02.98 伊藤　瑠威(3) 15:46.70 宮地　巧真 15:51.60 竹中　泰知 15:52.28
ＦОＲ ＦОＲ ＦОＲ ＦОＲ ASSA-TC 鈴鹿高専 三重陸協 ＦОＲ
T.G.K 1:55.03 皇學館大A 1:59.68 皇學館大B 2:01.48 神戸高A 2:01.80 高田高A 2:02.63 鈴鹿高専A 2:02.74 四日市西高 2:05.54 鈴鹿高B 2:07.18
稲垣　夏生 GR 笠原　真綾(4) GR 服部　佑哉(3) 久保　夏稀(2) 水谷　玲仁(2) 小林　龍弥(4) 島田　恭輔(2) 紺野　将伍(2)
辻　佑太 磯田　拓海(4) 谷口　大魁(3) 渡辺　悠斗(2) 伴　優英(1) 生川　将(2) 中田　翔己(1) 和田　醒弥(1)
千種　紹弘 元井　光星(4) 五島　快晴(3) 塚原　達也(1) 木村　颯翔(2) 桝田　啓一郎(4) 濵田　愛生(2) 森　開音(1)
森岡　大地 酒井　颯大(4) 清田　尚弥(3) 杉﨑　悠大(2) 中川　陽喜(2) 矢田　恵都(3) 井本　涼太(2) 中村　快翔(2)
勝田　将 2m15 衛藤 昂 2m10 小西　伴弥(3) 1m95 石井　光稀(1) 1m85 山田　修大(1) 1m85 島田　恭輔(2) 1m80 中馬　義貴(4) 1m75 武田　康生(1) 1m65
教員AC 味の素AGF 名城大 亀山高 三重大医陸 四日市西高 鈴鹿高専 亀山高
福本　雅樹(3) 7m50(+0.9) 横山　宇宙 6m89(+1.2) 五島　快晴(3) 6m35(+0.7) 元井　光星(4) 6m24(+1.2) 城田　隼佑 6m21(-0.3) 千種　紹弘 6m05(+0.2) 岸田　拓真(5) 6m02(+0.8) 森岡　大地 5m99(+0.4)
亀山高 GR デンソー大安 皇學館大 皇學館大 米鈴AC T.G.K 鈴鹿中等 T.G.K
仲　徹也 12m07
Ise TC
今泉　飛勇(1) 32m43
三重大
峰　達矢 62m79 葛原　大聖(2) 56m42 秋田　琉希(2) 51m13 泉　光暢(5) 46m54 田中　涼真(5) 43m71 岡﨑　稜汰(5) 42m28 仲松　剣(1) 40m46 岡本　優輝(5) 37m91
教員AC 三重大医陸 稲生 鈴鹿高専 鈴鹿中等 鈴鹿高専 稲生 鈴鹿中等
中松　暖弥(3) 14m29 永戸　大晴(2) 11m89 村田　鷹星(1) 10m92 村田　雅斗(2) 10m55 鈴木　逢生(1) 10m20 土井　祥太(4) 10m03 谷口　真祥(1) 9m68 片岡　佳太(2) 9m68
亀山高 神戸高 亀山高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿中等 稲生 鈴鹿高 *F8
小倉　大輝(2) 39m65 森岡　隼輝(3) 39m45 藤原　琢磨(1) 38m70 山下　拓夢(2) 37m45 伊藤　稜弥(2) 31m60 奥川　翔也(2) 29m75 中濵　友翔(1) 25m53 吉井　一真(2) 20m95
稲生 稲生 稲生 鈴鹿高 白山高 白山高 神戸高 高田高
植村　美咲(3) 12.35 谷﨑　仁美 12.57 青山　ひより(1) 12.83 橋口　義美(2) 12.85 前田　茜(1) 12.95 三杉　七美(3) 12.95 豊田　芽以(2) 13.01
四日市商高 ｏｍｇ 鈴鹿高 至学館大 亀山高 至学館大 *TK 神戸高
小畑　文乃(2) 10:45.07 横田　陽向(2) 11:53.26
四日市農芸高 四日市西高
鈴鹿高 2:21.99 四日市商高A 2:25.15 四日市西高 2:25.45 皇學館大 2:26.58 四日市商高C 2:27.10 神戸高A 2:29.73 三重大医陸 2:42.30 四日市農芸高 2:45.20
桐島　好香(1) SR 山路　彩乃(2) 渡邉　京夏(2) 辰巳　奈那(3) 田所　桜(1) 松永　彩良(1) 山本　清々流(1) 宇坂　理々華(1)
末藤　新菜(1) 松原　美空(2) 吉山　結菜(1) 山野　綾香(3) 伊藤　由奈(1) 加納　瑞姫(2) 伊藤　花宝(2) 北川　雛乃(1)
青山　ひより(1) 森口　和果(2) 十市　ひなの(2) 松坂　果歩(4) 三杉　光(1) 徳山　叶愛(1) 馬瀬　亜由美(4) 市川　真琳(2)
服部　りら(2) 中村　美穂(2) 一尾　瑠華(1) 中西　菜々子(3) 田所　桃(1) 豊田　芽以(2) 原田　和佳(6) 水野　海莉(1)
澤田　華(1) 1m56 清水　万帆(1) 1m50 大門　あい(5) 1m45 村松　歩佳(5) 1m45 前川　花緒里(1) 1m40
四日市商高 GR 四日市商高 =GR 鈴鹿高専 鈴鹿高専 四日市商高
山野　綾香(3) 5m32(+0.9) 辰巳　奈那(3) 5m19(+1.0) 末藤　新菜(1) 5m05(+0.6) 宮﨑　七咲(1) 4m90(+0.8) 松永　彩良(1) 4m79(+1.0) 鈴木　華花(1) 4m77(+1.4) 村岡　春奈(1) 4m74(+1.2) 伊藤　花宝(2) 4m68(+1.0)
皇學館大 皇學館大 鈴鹿高 亀山高 神戸高 神戸高 神戸高 三重大医陸
伊川　綾子 11m60 晴山　由佳理(1) 9m30 岡　穂乃夏(4) 8m80 服部　百花(1) 8m73 野村　綺々(4) 6m39
三重陸協 白山高 鈴鹿中等 鈴鹿高 鈴鹿高専
島田　朔良(2) 23m27
神戸高
大森　みさき(1) 33m35 松谷　夕菜(1) 28m11 土井　陽菜乃(1) 22m10
稲生 鈴鹿高 四日市農芸高

凡例  SR:鈴鹿市記録 SER:鈴鹿市小学記録 GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 *TK:着差あり *F8:2番目の記録による順位

第３１回鈴鹿カーニバル  【21230721】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2021/11/06 ～ 2021/11/06

【一般】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11月6日
一般男子　100m 

風：+0.5

11月6日 一般男子　5000m

11月6日
一般男子

100m+200m+300m+400mR

11月6日 一般男子　走高跳

11月6日 一般男子　走幅跳

11月6日 一般男子　砲丸投(7.260kg)

11月6日 一般男子　円盤投(2.000kg)

11月6日 一般男子　やり投(800g)

11月6日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

11月6日
一般女子　100m 

風：+0.9

11月6日 一般女子　3000m

11月6日 高校男子　円盤投(1.750kg)

11月6日
一般女子

100m+200m+300m+400mR

11月6日 一般女子　走高跳

11月6日 一般女子　走幅跳

11月6日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

11月6日 一般女子　円盤投(1.000kg)

11月6日 一般女子　やり投(600g)


