
2017年6月３日(土) 大会名 第４回 鈴鹿市記録会 大会コード　 17230739

三重陸上競技協会　 コード23 ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

主催団体名 鈴鹿市陸上競技協会 競技場名 AGＦ鈴鹿陸上競技場 競技場コード　233080 跳 躍 審 判 長 谷　映親

投 て き 審 判 長 谷　映親
記 録 主 任 南部　朗

【一般の部】

日付 種目

吉川　翔貴 11.15(+0.4) 衛藤　　昂 11.17(+0.4) 信藤　来也(2) 11.23(-1.3) 堀　　拓斗(3) 11.28(+0.4) 田辺　斗麻(3) 11.44(+0.4) 米川　将斗(3) 11.62(+0.4) 沢井　泰士(1) 11.68(+3.8) 小島　一真 11.69(+0.4)

ASSA-TC AGF 稲生高 稲生高 石薬師高 白子高 神戸高 Ise TC

猪原　拓史(3) 53.14 川島雄太郎(2) 53.61 三島　竜綺(2) 54.15 湯浅　光弘(2) 54.44 鶴井　康裕(1) 55.00 井川　智嗣(2) 55.07 武　　航平(2) 55.24 鈴木　啓太(3) 55.96

稲生高 神戸高 神戸高 神戸高 稲生高 皇學館大 神戸高 稲生高

近藤　啓太(5) 16:03.29 小林　謙吾(2) 16:50.85 渡邉　拓也(3) 17:43.09 市川　侑聖(2) 17:53.65 加藤　裕次 18:40.40 若林　将司(1) 18:48.29

鈴鹿高専 稲生高 稲生高 稲生高 三重陸協 鈴鹿高

神戸高-A・三重 45.60 白子高-A・三重 45.80 鈴鹿高-A・三重 47.07 白子高-B・三重 47.17 神戸高-B・三重 47.42 石薬師高-A・三重 47.62 鈴鹿高-B・三重 48.96

三島　竜綺(2) 野上　優斗(2) 笠井　　響(2) 鎌井　亮多(3) 草山　尚暉(1) 福本　　翔(1) 小川　武竜(2)

湯浅　光弘(2) 山北　智也(3) 稲垣　　光(2) 別府　佑哉(3) 村西　一真(1) 田辺　斗麻(3) 中村　康孝(2)

服部　佑哉(2) 中林　知希(3) 佐脇啓太郎(2) 山中　椋靖(3) 中川　拓己(1) 中西　悠人(2) 香月　岳彦(1)

武　　航平(2) 米川　将斗(3) 呉　　大晃(1) 坂田　　隼(3) 沢井　泰士(1) 藤田　　侑(1) 今村　友哉(2)

衛藤　　昂 2m20 衛藤　　将(3) 2m00 服部　佑哉(2) 1m75 石垣　朋暉(2) 1m70

AGF 皇學館大 神戸高 神戸高

米川　将斗(3) 6m08(+1.9) 信藤　来也(2) 6m08(+1.5) 村西　一真(1) 5m85(+1.5) 松本ガブリエル(2) 5m82(+3.7) 坂田　　隼(3) 5m76(+1.6) 武　　航平(2) 5m51(+1.4) 中川　拓己(1) 5m21(+1.9) 草山　尚暉(1) 5m19(+2.4)

白子高 稲生高 神戸高 稲生高 *F3 白子高 神戸高 神戸高 神戸高 *F2

公認5m75(+1.5) 公認5m11(+0.8)

岡田　和也 11m37

三重陸協

臼井　智哉(3) 13m66 平野　瑠希(1) 12m09 臼井　皓哉(3) 11m78 福本　　翔(1) 10m83 森川　大樹(2) 10m65 中野　太貴(1) 10m04 市川　大貴(3) 9m12 瓜生　柚貴(3) 9m08

稲生高 稲生高 稲生高 石薬師高 稲生高 稲生高 稲生高 稲生高

臼井　皓哉(3) 46m94 臼井　智哉(3) 42m62 村治　祥太(2) 36m93 小塚　洋司(1) 25m65 中村　康孝(2) 18m65

稲生高 稲生高 稲生高 石薬師高 鈴鹿高

岩﨑　優華(2) 13.05(-0.7) 加藤　麻由(2) 13.14(-0.7) 古市穂乃佳(1) 13.18(-0.7) 塩竹　美友(2) 13.49(-0.1) 谷中　　鈴(1) 13.64(-0.7) 浅野とこは(1) 13.74(-0.7) 山中　　瞳(1) 13.95(-0.4) 澤藤　真華(1) 13.97(-0.4)

鈴鹿高 神戸高 皇學館大 神戸高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高 神戸高

古市穂乃佳(1) 1:01.85 竹田　高嶺(2) 1:02.59 濱口　真波(2) 1:04.71 加藤　麻由(2) 1:04.86 浅野とこは(1) 1:04.88 塩竹　美友(2) 1:06.05 岩﨑　優華(2) 1:07.68 平岡　萌夏(1) 1:08.44

皇學館大 創徳中 神戸高 神戸高 鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高 鈴鹿高

袋谷　友香(1) 12:54.87

稲生高

神戸高-A・三重 52.28 鈴鹿高-A・三重 55.15 神戸高-B・三重 55.32

澤藤　真華(1) 萱苗　侑愛(2) 前村　　茜(1)

加藤　麻由(2) 岩﨑　優華(2) 森島　暖乃(1)

濱口　真波(2) 平野　茉子(2) 山添結希乃(1)

塩竹　美友(2) 宮本　紗希(2) 打田亜弓加(1)

谷中　　鈴(1) 4m46(+2.8) 三尾　朋子 3m98(+1.3) 山中　　瞳(1) 3m97(+0.6) 打田亜弓加(1) 3m96(+1.2) 前村　　茜(1) 3m81(+1.6) 植木　愛香(1) 3m21(+2.0) 小林　雅美 3m16(+1.8) 逢坂　友美 3m16(+2.0)

鈴鹿高 *F1 橋南スポク 鈴鹿高 神戸高 神戸高 神戸高 橋南スポク 橋南スポク

公認4m32(+0.8)

横山　鮎葉(2) 8m31 別所　真衣(1) 7m72

稲生高 稲生高

5位 6位 7位 8位

6月3日 一般男子　100m

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位

6月3日 一般男子　5000m

6月3日 一般男子　走高跳

6月3日 一般男子　400m

6月3日
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ一般男子

砲丸投(6.000kg)

6月3日
高校男子　砲丸投

(6.000kg)

6月3日 一般男子　走幅跳

6月3日 一般女子　400m

6月3日
一般男子　やり投

(800g)

6月3日 一般女子　100m

6月3日
一般女子　砲丸投

(4.000kg)

6月3日 一般男子　4×100mR

6月3日 一般女子　4×100mR

6月3日 一般女子　走幅跳

6月3日 一般女子　3000m




