
2013年9月14日(土) 大会名 第４回 鈴鹿市記録会 大会コード　 13240739

三重陸上競技協会　 コード２４ 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 鈴鹿市営石垣池公園陸上競技場 競技場コード　243080 跳 躍 審 判 長 石谷　幸久

投 て き 審 判 長 石谷　幸久
記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

伊藤　章人(1) 11.33(-1.1) 土田　周平(2) 11.57(-1.1) 田中　大輝 11.89(-1.2) 清水　開吏 11.94(-1.2) 栗本　康平(2) 11.96(-2.0) 服部　和仁(2) 12.00(-1.1) 高野　　巧(3) 12.00(-1.1) 熊屋　拓海(2) 12.09(-2.0)

鈴鹿医療大 神戸高 ULTIMATE ULTIMATE 神戸高 神戸高 鈴鹿高 *TK 神戸高

中西　佑輔 22.64(-2.6) 安井　　拓(3) 23.08(-3.4) 伊藤　慎吾 23.20(-2.6) 米川　佳孝 23.30(-3.4) 中神　真哉(1) 23.66(-2.6) 田中　大輝 24.03(-3.4) 服部　和仁(2) 24.03(-3.4) 毛利　文律 24.22(-2.6)

ULTIMATE 稲生高 ULTIMATE 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重大 ULTIMATE 神戸高 *TL ULTIMATE

中西　佑輔 50.56 落合　駿真(1) 53.37 菅瀬　千尋 54.12 楠見　哲平(1) 55.28 岩崎　隆太(2) 56.46 佐藤　陸人(1) 56.79 吉田　浩太(2) 56.86 奥山　慎也(1) 57.34

ULTIMATE 稲生高 Ｔ.Ｇ.Ｋ 稲生高 鈴鹿高 鈴鹿高 神戸高 稲生高

竹中　泰知 1:59.89 中神　真哉(1) 2:02.96 水谷　　太 2:08.21 伊藤　義起(2) 2:11.12 佐藤　大起(1) 2:11.36 久保　尭登(2) 2:13.13 樋口　　凌(2) 2:17.92 濵口　啓介(1) 2:18.98

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重大 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 神戸高 神戸高 神戸高 神戸高 鈴鹿医療大

竹中　泰知 4:02.62 水谷　　太 4:16.81 伊藤　義起(2) 4:18.13 中村　　翔(3) 4:24.72 磯貝　壽希(2) 4:31.34 藤田　翔大(1) 4:45.62 水谷　亮汰(1) 4:47.36 一尾　魁人(1) 4:47.75

三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 神戸高 稲生高 稲生高 神戸高 鈴鹿高 神戸高

中田　剛司 15:17.83 河合　祐介 15:35.91 中村　　翔(3) 16:22.75 野口　正人 16:37.05 磯貝　壽希(2) 18:41.53 宇佐美涼平(1) 19:15.05 奈須　勇気(1) 19:25.04

三重陸協 三重陸協 稲生高 四日市TFC 稲生高 稲生高 稲生高

佐々木由治 16.31(-1.1) 熊屋　拓海(2) 17.36(-1.1) 豊田　康介(2) 19.02(-1.1)

ULTIMATE 神戸高 神戸高

神戸高-A 44.17 ULTIMATE-A 44.34 稲生高-A 45.32 ULTIMATE-B 46.03 鈴鹿高-A 46.49 稲生高-B 47.02 鈴鹿高-B 47.57 神戸高-B 47.75

服部　和仁(2) 毛利　文律 佐藤　秀哉(1) 大津　　渉 岩崎　隆太(2) 長谷川翔五(2) 金城　英気(1) 前田　凌平(1)

土田　周平(2) 中西　佑輔 伴　恵太朗(2) 田中　大輝 長谷　一輝(1) 三谷　元気(2) 高野　　巧(3) 岡　　直樹(1)

栗本　康平(2) 清水　開吏 三村　昂輝(2) 佐々木由治 佐藤　陸人(1) 落合　駿真(1) 村上　誠弥(1) 深谷　晃大(1)

熊屋　拓海(2) 伊藤　慎吾 佐藤　卓海(2) 長嶋　　翔 宮﨑　洋輔(1) 楠見　哲平(1) 鈴木　詢也(3) 上田　　廉(1)

大津　　渉 6m59(+2.3) 伊藤　慎吾 6m51(+1.7) 土田　周平(2) 6m27(+2.3) 木本　祥仁 6m23(+2.3) 佐藤　卓海(2) 5m88(+1.2) 深谷　晃大(1) 5m64(+2.7) 佐藤　秀哉(1) 5m46(+1.5) 長嶋　　翔 5m31(+1.8)

ULTIMATE 公認記録なし ULTIMATE 神戸高 公認記録なし ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ *F1 稲生高 神戸高 *F1 稲生高 ULTIMATE

公認6m06(+1.2) 公認5m37(+1.9)

濵口　啓介(1) 12m04(+1.4) 中浜　和大(5) 11m95(+1.5)

鈴鹿医療大 三重大

軽井　雅文(1) 9m90 古波蔵健太(3) 9m41 川村　直也(1) 8m61

三重大 石薬師高 三重大

吉田　幸樹(1) 10m34 原　　聖真(1) 8m92 山田　峻也(1) 8m47 髙橋　凌希(1) 7m66

鈴鹿高 鈴鹿高 石薬師高 白子高

原　　聖真(1) 24m83 吉田　幸樹(1) 21m75 山田　峻也(1) 17m03

鈴鹿高 鈴鹿高 石薬師高

髙田　達也(2) 45m39 牛丸　雄太(2) 42m00 金森　敦司(1) 36m36

津商高 津商高 神戸高
9月14日

一般男子　やり投
800g

9月14日
高校男子　円盤投

1.750kg

9月14日
一般男子　砲丸投

7.260kg

9月14日
高校男子　砲丸投

6.000kg

9月14日 一般男子　三段跳

9月14日 一般男子　走幅跳

9月14日 一般男子　110mH

9月14日
一般男子
4×100mR

9月14日 一般男子　5000m

9月14日 一般男子　1500m

9月14日 一般男子　400m

9月14日 一般男子　800m

9月14日 一般男子　200m

8位

9月14日 一般男子　100m

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

凡例  SJR:鈴鹿市中学記録 *TK:着差あり *TL:着差なし *F1:１回目が公認最高



2013年9月14日(土) 大会名 第４回 鈴鹿市記録会 大会コード　 13240739

三重陸上競技協会　 コード２４ 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 鈴鹿市営石垣池公園陸上競技場 競技場コード　243080 跳 躍 審 判 長 石谷　幸久

投 て き 審 判 長 石谷　幸久
記 録 主 任 南部　朗

日付 種目 8位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

松原　　優(1) 13.80(-2.7) 小野亜弥子(2) 13.93(-2.7) 川岸　真衣(2) 14.05(-2.7) 渡辺　由梨(1) 14.07(-2.7) 住田　まい(1) 14.18(-1.5) 寺前　麻琴(1) 14.35(-1.5) 池田　　楓(1) 14.44(-1.5) 渡辺　美果(1) 14.49(-1.5)

神戸高 津商高 津商高 稲生高 鈴鹿高 神戸高 神戸高 神戸高

佐藤　由貴(2) 29.23(-3.6) 落合　真瑚(1) 29.28(-3.6) 別所　香奈(1) 29.32(-3.6) 川岸　真衣(2) 29.93(-3.6) 渡辺　由梨(1) 29.94(-2.9) 中林　愛実(2) 30.17(-3.6) 橋本　廣美(1) 30.36(-3.6) 小野亜弥子(2) 30.40(-2.9)

鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高 津商高 稲生高 津商高 津商高 津商高

江平　春花(3) 27.03(-2.0) 服部　愛美(3) 27.63(-2.0) 立木玖実子(2) 27.67(-2.0) 江本　仁美(3) 28.21(-2.0) 太田ひまり(1) 28.28(-2.0) 北村　夏海(2) 28.46(-2.0) 白岡　采花(3) 28.59(-2.0) 大畑　茉美(3) 28.65(-2.0)

神戸中 大木中 神戸中 白鳥中 大木中 嬉野中 平田野中 千代崎中

村山　絢美(1) 1:04.26 多田　江里 1:06.83 佐藤　由貴(2) 1:07.56 田川　美咲(2) 1:10.09 別所　香奈(1) 1:10.65

三重大 日本陸送 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高

田中佐也加(1) 2:34.86 多田　江里 2:35.93 渡邉　真由(3) 2:42.95 家崎　沙依(1) 2:47.24 倉田千琳乃(2) 2:48.12 伊藤　千絵(1) 2:52.89 大津　雪菜(1) 2:57.04 伴　　美咲(1) 2:58.43

神戸高 日本陸送 鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高 石薬師高

田中佐也加(1) 5:13.92 家崎　沙依(1) 5:29.53 伊藤　千絵(1) 5:33.58 渡邉　真由(3) 5:42.44 倉田千琳乃(2) 5:48.72 上江洲萌々子(2) 5:55.75 伴　　美咲(1) 5:58.41 知野　彩乃(1) 6:05.86

神戸高 神戸高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高 神戸高 石薬師高 鈴鹿高

新貝　桃子(1) 17.86(-3.2) 草野　愛梨(2) 19.04(-3.2) 竹内　裕衣(1) 20.53(-3.2) 田川　美咲(2) 21.69(-3.2)

津商高 津商高 神戸高 鈴鹿高

神戸高-A 53.64 津商高-A 54.98 津商高-B 56.71 鈴鹿高-A 59.05

北村くるみ(1) 中林　愛実(2) 岡嶋　梨里(2) 別所　香奈(1)

松原　　優(1) 川岸　真衣(2) 草野　愛梨(2) 佐藤　由貴(2)

竹内　裕衣(1) 益川　紗季(1) 川口　愛未(1) 住田　まい(1)

落合　真瑚(1) 新貝　桃子(1) 小野亜弥子(2) 田川　美咲(2)

尾﨑　由佳(3) 1m50 住田　まい(1) 1m35 川口　愛未(1) 1m30

鈴鹿高 鈴鹿高 津商高

出口　瑞歩(3) 3m20 渡邉ゆりか 2m80

玉城中 三重陸協

新貝　桃子(1) 4m96(+2.0) 北村くるみ(1) 4m70(+0.8) 岡嶋　梨里(2) 4m28(+1.2) 竹内　裕衣(1) 4m15(+1.1) 井上　晴香(2) 3m83(0.0)

津商高 神戸高 津商高 神戸高 石薬師高

草野　愛梨(2) 10m21(+3.0) 岡嶋　梨里(2) 9m46(+2.5)

津商高 公認10m08(+1.7) 津商高 公認記録なし

久保田実佑(2) 9m54 本郷　里紗(2) 7m22

鈴鹿高 鈴鹿高

奥野　芳佳(3) 32m39 久保田実佑(2) 22m82 池田　　楓(1) 21m56 本郷　里紗(2) 18m48

稲生高 鈴鹿高 神戸高 鈴鹿高

岡　　愛梨(1) 34m28 山中　結衣(2) 31m13 岡　　瑞姫(1) 30m06 久保友羽子(1) 25m14

津商高 津商高 津商高 鈴鹿高
9月14日

一般女子　やり投
600g

9月14日
一般女子　円盤投

1.000kg

9月14日 一般女子　三段跳

9月14日
一般女子　砲丸投

4.000kg

9月14日 一般女子　走幅跳

9月14日 一般女子　棒高跳

9月14日 一般女子　走高跳

9月14日
一般女子
4×100mR

9月14日 一般女子　100mH

9月14日 一般女子　1500m

9月14日 一般女子　400m

9月14日 一般女子　800m

9月14日 一般女子　200m

9月14日 中学女子　200m

9月14日 一般女子　100m

凡例  SJR:鈴鹿市中学記録 *TK:着差あり *TL:着差なし *F1:１回目が公認最高


