
2013年10月5日(土) 大会名 第5回 鈴鹿市記録会 大会コード　 13240748

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

吉川　翔貴(3) 11.57(0.0) 愛敬虎之介(3) 11.68(0.0) 山本フェビアス(3) 11.82(0.0) 須崎　雅也(2) 11.96(0.0) 達知　孝太(3) 12.09(-0.1) 打田　隆馬(3) 12.10(-0.1) 長谷川直央(2) 12.13(0.0) 上山　紘輝(2) 12.21(0.0)

平田野中 ASSA-TC ASSA-TC 白子中 鼓ヶ浦中 創徳中 鼓ヶ浦中 松阪西中

廣瀬　直人(2) 12.21(-0.1)

神戸中

樋口　大介(3) 4:16.30 野田　啓太(3) 4:17.67 真弓虎之介(3) 4:21.29 鯖戸　康太(2) 4:22.54 矢田　　輝(3) 4:23.09 佐野　祥太(3) 4:24.64 稲垣　佐京(2) 4:26.83 石井　翔也(2) 4:27.94

亀山中 創徳中 白子中 鼓ヶ浦中 千代崎中 千代崎中 三滝中 亀山中

山本　昂輝(2) 17.17(-1.7) 内田　大賀(3) 17.74(-1.7) 市川　大貴(2) 18.07(-1.7) 服部　佑哉(1) 21.23(-1.7) 森下　龍哉(1) 21.57(-1.7) 田中　優宇(1) 22.98(-1.7) 杉岡　祥伍(2) 24.05(-1.7)

鼓ヶ浦中 亀山中部中 亀山中 白子中 白子中 白子中 大木中

神戸中-A 48.45 大木中-A 48.74 創徳中-A 48.96 白子中-A 50.57 千代崎中-A 50.99 大木中-B 51.52 鼓ヶ浦中-A 53.01 千代崎中-B 53.03

堀　　拓斗(2) 森　　涼介(2) 猪原　拓史(2) 中世古　豊(2) 平良　祐喜(2) 山川　　拳(2) 中山　湧介(2) 瓜生　柚貴(2)

小河　優玖(1) 藤原　尚也(1) 湯浅　光弘(1) 森下　龍哉(1) 加川　悠斗(1) 中西　悠人(1) 満　　悠斗(1) 古市　　尚(1)

伊藤　健太(1) 西城　　秀(1) 瀬田　雄星(1) 栗田　千聖(1) 細木　悠雅(1) 佃　　晃希(1) 片瀬堅太郎(1) 紺野　叶登(1)

廣瀬　直人(2) 杉岡　祥伍(2) 塩見　祐斗(2) 宮崎　佳佑(2) 山北　智也(2) 原田　宗周(2) 中野　遼河(2) 山際　大雅(2)

鼓ヶ浦中-A 1:36.48 白子中-A 1:37.85 千代崎中-A 1:40.06 神戸中-A 1:41.60 平田野中-A 1:42.94 鈴峰中-A 1:43.99 亀山中-A 1:44.03 亀山中部中-A 1:45.03

南部　駿平(3) 高野　　蓮(3) 矢田　　輝(3) 伊藤　　凌(3) 吉川　翔貴(3) 伊藤　慎也(3) 伊藤　諒哉(3) 西川　万葉(3)

山本　昂輝(2) 杉谷　紘基(3) 佐野　祥太(3) 真弓　昇也(2) 加藤　裕幸(3) 住田　　光(2) 市川　大貴(2) 内田　大賀(3)

長谷川直央(2) 須崎　雅也(2) 桝谷　稜馬(3) 横山　宇宙(2) 豊田　悠斗(3) 山田　将大(2) 樋口　大介(3) 岡田　将輝(3)

達知　孝太(3) 松岡　洸弥(3) 榊原　　俊(3) 柳井谷遼人(3) 中川　拓海(3) 赤地　祐亮(3) 金子　将也(3) 水野　大貴(3)

榊原　　俊(3) 1m75 小池　翔太(3) 1m65 中濵　大貴(3) 1m60 赤地　祐亮(3) 1m55 森下　陽太(3) 1m50 住田　　光(2) 1m50 中村　陸人(2) 1m50

千代崎中 鼓ヶ浦中 大木中 鈴峰中 白子中 鈴峰中 鼓ヶ浦中

坂本鼓太朗(3) 1m50

白子中

中田　涼太(3) 3m50 糸川　謙信(2) 3m40 前田　寛弥(3) 2m60 田嶋　柊太(3) 2m60 古川　翔也(3) 2m50 中世古　豊(2) 2m30

飛鳥中 飛鳥中 白子中 鼓ヶ浦中 白子中 白子中

杉谷　紘基(3) 6m13(-0.4) 長谷川雄大(3) 5m30(-0.8) 村山　　城(2) 5m23(+0.5) 横山　宇宙(2) 5m19(+0.6) 柳井谷遼人(3) 5m18(+0.2) 中野　遼河(2) 4m86(-0.3) 福島　汰知(2) 4m81(-0.6) 伊藤　慎也(3) 4m74(-0.3)

白子中 大木中 鈴峰中 神戸中 神戸中 鼓ヶ浦中 鈴峰中 鈴峰中

村治　竜登(3) 10m75 臼井　智哉(2) 9m50 臼井　皓哉(2) 9m23 臼井　貴哉(3) 7m43 岩間　圭佑(3) 5m50

白子中 創徳中 創徳中 創徳中 亀山中

岡田　拓実(2) 10m23 宮崎　佳佑(2) 9m20 山川　　拳(2) 7m66 三隅　　涼(2) 7m48 宮島　　陸(2) 6m55 塩﨑　直人(2) 6m11 原田　真聖(2) 5m44

白鳥中 白子中 大木中 白子中 白子中 白子中 白子中

宮﨑　武斗(1) 10m71 前川　純太(1) 10m18 京道　　慶(1) 8m37 村治　祥太(1) 7m56 廣岡　晃汰(1) 7m30 上田　陽斗(1) 6m20

大木中 飛鳥中 白子中 白子中 白子中 白子中

3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月5日 中学男子　100m

10月5日 中学男子　1500m

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位

10月5日 中学男子　走高跳

10月5日 中学男子　棒高跳

10月5日 中学男子　110mYH

10月5日
中学男子

低　4×100mR

10月5日
中学男子
4×200mR

10月5日
中学男子　1年砲丸投

(2.721kg)

10月5日 中学男子　走幅跳

10月5日
中学男子　砲丸投

(5.000kg)

10月5日
中学男子　2年砲丸投

(4.000kg)



2013年10月5日(土) 大会名 第5回 鈴鹿市記録会 大会コード　 13240748

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 3位 4位 5位 6位 7位 8位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位

江平　春花(3) 13.06(-0.4) 立木玖実子(2) 13.38(-0.4) 薗部　美咲(3) 13.71(-0.8) 上田　茉由(3) 13.75(-0.8) 川邉佳奈恵(2) 13.79(-0.8) 服部　愛美(3) 13.80(-0.4) 柴口　実優(2) 13.83(0.0) 古市穂乃佳(3) 13.84(-0.8)

神戸中 神戸中 鼓ヶ浦中 白子中 神戸中 大木中 神戸中 平田野中

大畑　茉美(3) 13.84(-0.4)

千代崎中

川北　陽菜(1) 4:58.68 市川　緋那(3) 4:58.93 扇谷　結愛(3) 5:01.43 岩下　真由(3) 5:02.70 澤潟　莉沙(2) 5:05.33 中條　七星(3) 5:06.46 久保田志歩(1) 5:08.03 田中　咲希(2) 5:12.38

白鳥中 三重大附属中 白鳥中 白子中 平田野中 白鳥中 鼓ヶ浦中 平田野中

藤本　玲奈(3) 17.30(-0.9) 田名瀬梨代(2) 17.80(-0.9) 谷口　紗希(3) 17.91(-1.9) 稲田　　楓(1) 18.18(-0.9) 杉下　紫穂(3) 18.20(-0.9) 田中　千晶(3) 18.25(-0.9) 酒井　鞠乃(3) 18.52(-0.9) 川北　　泉(2) 18.80(-1.9)

平田野中 大木中 白鳥中 白鳥中 鼓ヶ浦中 亀山中 創徳中 白鳥中

神戸中-A 51.59 大木中-A 52.07 白鳥中-A 52.49 白子中-A 53.00 平田野中-A 53.14 亀山中-A 56.07 創徳中-A 56.36 千代崎中-A 56.56

立木玖実子(2) 荒木　奈歩(3) 太田　千夏(3) 坂　　朋香(3) 藤本　妃華(3) 田中　千晶(3) 亀井　優佳(2) 大本　真未(2)

江平　春花(3) 田名瀬梨代(2) 江本　仁美(3) 鈴木　塔子(3) 古市穂乃佳(3) 中崎　仁絵(3) 梶田　葵衣(2) 大畑　茉美(3)

飯田　百花(3) 服部　愛美(3) 谷口　紗希(3) 上田　茉由(3) 松坂　果歩(2) 安土　瑠華(2) 酒井　鞠乃(3) 中村　有沙(1)

阿曽沼実優(3) 太田ひまり(1) 白木ひかる(2) 山口　あみ(2) 白岡　采花(3) 浅野　玲奈(2) ハセガワユミ(2) 金井　花楓(2)

神戸中-A 54.44 大木中-A 54.77 創徳中-A 56.43 白子中-A 56.79 大木中-B 56.98 白子中-B 57.74 白鳥中-B 58.37 千代崎中-A 58.76

柴口　実優(2) 大宮いずみ(2) 森　　舞安(2) 町谷　実紗(2) 原田　あゆ(2) 南出　麻衣(2) 吉岡明日香(2) 濱谷　咲衣(2)

清水英梨香(1) 杉本　七海(1) 西口有里香(1) 横川　千華(1) 水野　華歌(1) 小山　海帆(1) 飯山　京香(1) 田中　未来(1)

住奥きあら(1) 藤原　寧々(1) 新井　世奈(1) 加藤　麻由(1) 松本　海音(1) 樋口　花可(1) 山中　菜摘(1) 加藤　花梨(1)

川邉佳奈恵(2) 今村　萌恵(2) 山本　瑠華(2) 村島　沙耶(2) 楯川　二葉(2) 板持　愛華(2) 小池　伶佳(2) 吉田　真唯(2)

太田ひまり(1) 1m50 平岩　未久(3) 1m45 藤原　寧々(1) 1m45 白石　朱音(2) 1m40 濱谷　咲衣(2) 1m20 伊藤　来実(1) 1m15 金井　花楓(2) 1m15

大木中 平田野中 大木中 亀山中部中 千代崎中 亀山中 千代崎中

浅野　玲奈(2) 5m10(-0.5) 飯田　百花(3) 5m02(+0.5) 中崎　仁絵(3) 4m59(+0.1) 白木ひかる(2) 4m56(+0.1) 岡田　弓佳(2) 4m27(-0.1) 松本　海音(1) 4m21(-0.7) 葛西　　萌(1) 4m06(-0.7) 飯山　京香(1) 4m00(-0.4)

亀山中 神戸中 亀山中 白鳥中 久居東中 大木中 亀山中部中 白鳥中

喜楽　美咲(3) 10m85 植村　奈央(2) 9m32 八重嶋朋佳(3) 8m74 原　　千晶(3) 8m74 鈴木　稔梨(3) 8m73 大﨑　菜未(1) 8m39 大本　真未(2) 8m30 北川　清美(3) 8m08

神戸中 鈴峰中 大木中 創徳中 神戸中 飛鳥中 千代崎中 創徳中

10月5日 中学女子　100m

10月5日 中学女子　1500m

10月5日 中学女子　100mH

10月5日
中学女子
4×100mR

10月5日
中学女子　砲丸投

(2.721kg)

10月5日
中学女子

低　4×100mR

10月5日 中学女子　走高跳

10月5日 中学女子　走幅跳


