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日付 種目

高橋　隆晟(3) 10.99(+0.4) 西山　桐矢(1) 11.04(+0.4) 岡本　　宰(1) 11.16(+0.4) 中垣内太智(1) 11.18(+0.4) 藤原　尚也(3) 11.26(+0.4) 冨山　瑛斗(1) 11.26(+0.4) 櫻井　康平(2) 11.27(+1.6) 増田　伊吹(3) 11.27(0.0)
四日市工高 四日市工高 津西高 津西高 四日市工高 四日市工高 *TK 三重大医陸 四日市工高
小川　海里(1) 16:39.94 市川　侑聖(3) 16:46.79 藤本　拓弥(1) 16:49.01 小林　謙吾(3) 16:50.71 田中　秀太(1) 16:51.28 川北　健斗(2) 16:57.11 藤谷　里玖(2) 17:01.22 米川　立馬(2) 17:01.53
津西高 稲生高 稲生高 稲生高 神戸高 稲生高 津西高 稲生高
津西高 42.95 亀山高-A 44.61 神戸高 45.05
岡本　　宰(1) 近藤雄一朗(2) 永井　宏樹(1)
上村　壮汰(1) 草川　賢志(1) 沢井　泰士(2)
牟田　大地(2) 山本　莉生(1) 中川　拓己(2)
中垣内太智(1) 伊藤　諒ニ(2) 村西　一真(2)
小川エンリケ(2) 1m90 酒井　　心(1) 1m80 中馬　義貴(2) 1m75 岡﨑　稜汰(3) 1m75 山本　莉生(1) 1m60
亀山高 亀山高 鈴鹿高専 鈴鹿高専 亀山高

湯淺　陽斗(2) 1m75
亀山高

信藤　来也(3) 6m38(+0.6) 伊藤　諒ニ(2) 6m17(+0.5) 中川　拓己(2) 5m99(-0.8) 清水　尚輝(2) 5m78(-0.2) 大津　　渉 5m77(-0.6) 草山　尚暉(2) 5m69(-0.3) 石﨑　陽向(1) 5m62(-0.3) 長谷川新悟(2) 5m56(-0.5)
稲生高 亀山高 神戸高 稲生高 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 神戸高 四日市工高 四日市工高
宮﨑　武斗(3) 15m14 熊川　依吹(1) 14m03 齊藤　永真(2) 13m54 平野　瑠希(2) 12m76 中野　太貴(2) 12m44 寺本　翔真(2) 9m73 平井　健太(1) 8m87 奥川　　空(1) 8m20
四日市工高 白山高 神戸高 稲生高 稲生高 白山高 津西高 白山高
齊藤　永真(2) 38m73 山添琳玖翔(1) 35m28 前田　幹太(1) 27m82 小塚　洋司(2) 26m62
神戸高 稲生高 鈴鹿高専 石薬師高
澤藤　真華(2) 13.41(+0.8) 宇坂　美咲(1) 13.59(+0.8) 白﨑結希乃(1) 13.62(+0.8) 山本　悠莉(1) 13.71(+1.0) 松山　栞菜(1) 13.76(+1.0) 堤　　扶子 13.92(+0.8) 打田亜弓加(2) 13.92(+0.8) 山本　鈴音(1) 13.93(+0.8)
神戸高 神戸高 亀山高 津西高 亀山高 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 神戸高 津西高
吉田　有伽(1) 11:13.10 前川　遥香(2) 12:03.51 豊田ひかる(2) 12:30.35 北川　日菜(1) 13:00.55
津西高 神戸高 稲生高 神戸高
亀山高 51.98 神戸高 52.85 津西高 54.03
白﨑結希乃(1) 早川　愛菜(2) 宮本　育実(1)
松山　栞菜(1) 宇坂　美咲(1) 山本　悠莉(1)
林　奈津子(1) 澤藤　真華(2) 坂越　憧子(1)
青木　愛莉(1) 打田亜弓加(2) 山本　鈴音(1)
藤田　紗江(3) 1m63 渡邉　愛美 1m45 松岡　美里(1) 1m35 辻　　莉子(1) 1m30
松阪商高 三重陸協 神戸高 亀山高

谷口愛唯菜(2) 1m45
松阪商高

村田　千夏(3) 5m36(-1.1) 平子　　希(1) 4m71(-0.3) 白﨑結希乃(1) 4m32(+0.1) 松岡　美里(1) 4m20(-0.2) 打田亜弓加(2) 4m08(-0.1) 三尾　朋子 3m82(-1.1) 澤藤　真華(2) 3m65(-1.0) 早川　愛菜(2) 3m64(-1.1)
松阪商高 神戸高 亀山高 神戸高 神戸高 橋南スポーツ 神戸高 神戸高
岩本　乙夏(1) 12m24 伊藤梨衣奈(1) 10m09 竹口　若奈(1) 10m04 岩出奈那美(2) 9m35
稲生高 亀山高 松阪商高 津西高
吉田　涼奈(1) 35m61 鈴木　晴佳(1) 25m79 伊藤梨衣奈(1) 25m56 釜谷梨里衣(1) 24m99
神戸高 津西高 亀山高 稲生高

10月13日 一般女子　走幅跳

10月13日 一般女子　砲丸投(4.000kg)

10月13日 一般女子　円盤投(1.000kg)

10月13日 一般女子　3000m

10月13日 一般女子　4×100mR

10月13日 一般女子　走高跳

10月13日 一般女子　100m

10月13日 高校男子　砲丸投(6.000kg)

10月13日 高校男子　円盤投(1.750kg)

10月13日 一般男子　走高跳

10月13日 一般男子　走幅跳

8位

10月13日 一般男子　100m

10月13日 一般男子　5000m

10月13日 一般男子　4×100mR

第５回　鈴鹿市記録会 【18230748】
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 【233080】
2018/10/13 ～ 2018/10/13

【一般・高校の部】
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


