
2016年5月15日(日) 大会名 第３回　鈴鹿市記録会 大会コード　 16240729

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 AGF鈴鹿陸上競技場 競技場コード　243080 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

湯田　功稀 11.58(-4.2) 渥美　久司 11.68(-4.2) 淺岡　宏紀(3) 11.87(-4.2) 守藤　健斗(2) 12.04(-6.0) 堀　　拓斗(2) 12.06(-6.0) 前田　悠吾(3) 12.22(-0.4) 早川　将矢(3) 12.25(-6.0)

ULTIMATE ASSA-TC 津西高 神戸高 稲生高 神戸高 神戸高

加藤　広夢(3) 12.06(-4.2) 鈴木　龍也(1) 12.25(-0.4)

神戸高 稲生高

米倉　祐介(2) 51.96 吉川　拓実(3) 52.95 奥　　隆史(3) 53.14 大崎　修汰(3) 54.53 小林　　響(3) 55.38 田中　　芳(3) 55.86 小森　一賢(2) 57.71 三島　竜綺(1) 58.32

津西高 津西高 津西高 津西高 津西高 津西高 神戸高 神戸高

山岡　卓弥 4:04.56 今井　達樹(3) 4:13.10 田中　翔也(3) 4:20.96 長谷川和紀(3) 4:23.78 諸岡　将人 4:48.28 鍬田　航希(3) 4:49.36 中川　拓海(3) 4:54.06 岩子　昌央(3) 4:58.30

ULTIMATE 津西高 津西高 津西高 三重陸協 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高

津西高-B・三重 44.11 稲生高-A・三重 45.70 津西高-A・三重 47.70

大西　一輝(3) 松本ガブリエル(1) 吉田　　航(1)

淺岡　宏紀(3) 鈴木　龍也(1) 平松　友紀(1)

須藤　　樂(3) 土屋　拓摩(1) 伊藤　和磨(1)

吉川　拓実(3) 堀　　拓斗(2) 寺島聡志朗(1)

滝沢　宣武(3) 1m60 石垣　朋暉(1) 1m55

津西高 神戸高

大津　　渉 6m49(+4.3) 浜北　和弥(3) 6m21(+2.1) 柿　　景太(3) 6m18(+4.5) 齋藤　宣樹(3) 5m67(+3.3) 大西　一輝(3) 5m61(+3.1) 澤木　勇哉(2) 5m21(+2.6)

ULTIMATE 公認記録なし 鈴鹿高 公認記録なし 鈴鹿高 公認記録なし 津西高 公認記録なし 津西高 公認記録なし 神戸高 公認記録なし

北澤　一巳 10m71

三重陸協

岡田　和也 10m83

三重陸協

北山　拓弥(1) 9m35 朝賀　智彦(3) 9m31

神戸高 鈴鹿高

山口慎太朗(4) 55m04 谷村　　陸(3) 47m92 宮崎　佳佑(2) 37m17 伊藤　　翼(1) 28m05 田中　文太(2) 21m70

三重大医陸 津西高 神戸高 津西高 津西高

川合　史織(3) 13.32(-0.5) 鷹野　安那(3) 13.45(-0.5) 岩﨑　優華(1) 14.09(-0.5) 中村　李安(1) 14.17(-2.1) 前岨　真歩(3) 14.18(-0.5) 平野　茉子(1) 15.56(-2.1) 宮本　紗希(1) 15.80(-2.1) 窪田　結月(1) 16.60(-2.1)

津西高 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 鈴鹿高 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高 鈴鹿高

水野　佑香(3) 1:02.31 内田　祐衣(3) 1:02.93 松峯　光里(2) 1:02.98 上地　碧海(2) 1:08.37 白岡　采花(3) 1:11.12

津西高 津西高 津西高 鈴鹿高 鈴鹿高

西川　実佑(3) 2:31.89 佐田　華澄(3) 2:33.27 西村　　芹(1) 2:49.45

津西高 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高 ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高

ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ高-A・三重 55.09

中村　李安(1)

佐田　華澄(3)

西村　　芹(1)

鷹野　安那(3)

濱野　　愛(4) 4m95(+2.8) 山下　海月(1) 4m82(+2.2) 中野　楓果 4m56(+1.4)

三重大医陸 公認記録なし 四日市農芸高 公認記録なし イムラAA

伊川　綾子 11m58 大本　真未(2) 9m31

RKTD 神戸高

尾﨑　未奈(3) 33m06 安部穂乃香(3) 31m56 林　　百香(3) 22m58 大井　涼加(2) 22m01

神戸高 津西高 高田高 鈴鹿高

凡例  *F1:１回目が公認最高 *F2:２回目が公認最高

5月15日
一般女子　やり投

(600g)

5月15日 一般女子　走幅跳

5月15日
一般女子　砲丸投

(4.000kg)

5月15日
一般女子
4×100mR

5月15日 一般女子　400m

5月15日 一般女子　800m

5月15日 一般女子　100m

5月15日
一般男子　やり投

(800g)

5月15日
一般男子　砲丸投

(7.260kg)

5月15日
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ

一般男子砲丸投
(6.000kg)

5月15日
高校男子　砲丸投

(6.000kg)

5月15日 一般男子　走幅跳

5月15日
一般男子
4×100mR

5月15日 一般男子　走高跳

5月15日 一般男子　1500m

5月15日 一般男子　400m

5位

5月15日 一般男子　100m

6位 7位 8位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位


