
2017年4月8日(土) 大会名 第1回　鈴鹿市記録会 大会コード　 17230704

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

日付 種目

水谷　太一(3) 9.93(-0.4) 奥本　啓介(3) 10.26(+0.5) 橋倉　章人(3) 10.41(+0.5) 山本　龍舞(3) 10.53(-0.2) 中村　郁仁(3) 10.53(-0.3) 津村　宥翔(3) 10.74(+0.5) 福井　温大(2) 10.78(+0.5) 矢田　匠平(3) 10.79(+0.5)

石薬師RC 内城田ＳＣ 一ノ宮 一志Beast ＪＡＣ亀山 内城田ＳＣ 内城田ＳＣ ASSA-TC

松浦　　陸(6) 14.28(-0.1) 馬塲　優臣(6) 14.40(-0.2) 木村　心童(5) 14.71(-0.2) 伊藤亘太郎(6) 14.77(-0.9) 飯田　思遠(6) 14.83(-0.2) 矢形　心人(6) 14.83(-0.9) 新開　翔太(6) 14.85(-0.2) 新家　鋭晟(6) 14.99(-0.2)

旭が丘小 一志Beast 一志Beast 神戸小 イムラAA ＵＲＣ ASSA-TC 一志Beast

新開　翔太(6) 2:31.14 木内　桜澄(5) 2:32.61 新家　鋭晟(6) 2:39.65 二村　悠太(6) 2:42.39 飯田　思遠(6) 2:43.14 伊藤　伶真(6) 2:43.78 小林　星生(6) 2:47.47 市川　拳暉(6) 2:47.55

ASSA-TC ＪＡＣ亀山 一志Beast ＪＡＣ亀山 イムラAA 石薬師RC 石薬師RC 石薬師RC

稲生　　悠(6) 14.64(0.0) 丹　慎之介(6) 14.66(0.0) 矢形　文人(6) 15.13(0.0) 馬塲　優臣(6) 15.55(0.0) 木村　心童(5) 16.29(0.0) 伊藤亘太郎(6) 17.11(0.0) 大川　大和(5) 17.46(0.0) 近藤　遼空(6) 18.25(0.0)

ASSA-TC 一志Beast ＵＲＣ 一志Beast 一志Beast 神戸小 イムラAA ASSA-TC

一志Beast-A・三重 58.57 ASSA-TC-A・三重 58.89 ＵＲＣ・三重 1:00.05 ASSA-TC-B・三重 1:01.12 イムラAA・三重 1:01.62 石薬師RC-A・三重 1:01.74 ＪＡＣ亀山・三重 1:03.45 石薬師RC-B・三重 1:04.43

前田　大幸(6) 稲生　　悠(6) 矢形　心人(6) 中西　康眞(6) 大川　大和(5) 石井　光稀(6) 早川小太郎(6) 小岐須　健(6)

新家　鋭晟(6) 近藤　璃空(6) 矢形　文人(6) 村田　丈治(6) 鈴木　逢生(6) 伊藤　伶真(6) 田中　智稀(5) 小林　星生(6)

丹　慎之介(6) 新開　翔太(6) 渡邉祥二郎(6) 近藤　遼空(6) 飯田　思遠(6) 岡田　和樹(6) 二村　悠太(6) 阿部　泰樹(6)

馬塲　優臣(6) 鈴木佑太朗(6) 川上　大翔(6) 笠木　颯斗(6) 伊藤　奏都(6) 市川　拳暉(6) 大山　恵琉(6) 小川　碧斗(5)

矢形　心人(6) 1m25 石井　光稀(6) 1m20 丹　慎之介(6) 1m20 永濱　　准(5) 1m10 西尾　　輝(6) 1m10 小岐須　健(6) 1m05 津村　公翔(5) 1m05

ＵＲＣ 石薬師RC 一志Beast ASSA-TC ASSA-TC 石薬師RC 内城田ＳＣ

近藤　璃空(6) 3m62(+0.1) 川上　大翔(6) 3m52(+0.1) 前田　大幸(6) 3m32(+0.5) 笠木　颯斗(6) 3m30(0.0) 松永　　陸(6) 3m25(+0.2) 渡邉祥二郎(6) 3m22(+0.2) 鈴木　逢生(6) 3m20(+0.2) 谷口　煌太(5) 3m11(+0.3)

ASSA-TC ＵＲＣ 一志Beast ASSA-TC ASSA-TC ＵＲＣ イムラAA ＵＲＣ

岡田　和樹(6) 52m27 紀平　煌太(5) 45m76 児波　　賢(5) 43m88 鈴木佑太朗(6) 37m55 眞瀬　新一(6) 36m18 若林　冬馬(6) 34m02 藤原　琢磨(6) 33m06 藤原　健人(5) 32m84

石薬師RC ＪＡＣ亀山 石薬師RC ASSA-TC ASSA-TC ＪＡＣ亀山 ASSA-TC 熊野ＲＣ

福田　陽菜(3) 9.79(+0.3) 竹内　小絢(3) 10.13(+1.0) 田中　杏奈(3) 10.25(+0.9) 宮崎　桃果(3) 10.28(+1.0) 戸本　花奈(3) 10.37(+0.7) 宮本　琉南(3) 10.38(+0.7) 村田　帆菜(3) 10.52(+1.0) 岡村　凉那(3) 10.59(+1.0)

ＪＡＣ亀山 内城田ＳＣ 石薬師RC イムラAA 石薬師RC ＪＡＣ亀山 ASSA-TC 内城田ＳＣ

黒古　愛果(6) 14.29(-1.3) 徳山　叶愛(6) 14.72(-1.3) 末藤　新菜(6) 14.93(-1.3) 赤松　真衣(6) 15.01(-1.3) 太田　陽菜(6) 15.03(0.0) 信藤　優花(6) 15.11(0.0) 清水　彩加(6) 15.15(-1.3) 大森　心葉(6) 15.15(0.0)

一志Beast ASSA-TC イムラAA ASSA-TC イムラAA ＵＲＣ ASSA-TC ＵＲＣ

宮崎　藍果(5) 15.15(-1.3)

イムラAA

横井　柚香(5) 2:46.68 北川　侑奈(6) 2:47.13 黒古　愛果(6) 2:47.85 近藤　百晏(5) 2:48.08 桑原　杏咲(6) 2:48.17 守屋　望未(6) 2:48.55 村木玲美乃(5) 2:50.07 井山はる佳(5) 2:50.24

石薬師RC ＵＲＣ 一志Beast ASSA-TC 石薬師RC 石薬師RC 石薬師RC 一志Beast

大森　心葉(6) 14.83(-0.2) 吉岡　万桜(6) 15.61(-0.2) 前山　莉緒(6) 16.08(-0.2) 岩本　　凛(5) 18.61(-0.2) 飯田　もも(5) 18.81(-0.2) 中道　祐衣(5) 22.83(-0.2)

ＵＲＣ 一志Beast 一志Beast イムラAA 一志Beast 熊野ＲＣ

一志Beast-A・三重 57.55 イムラAA・三重 59.24 ＵＲＣ・三重 1:00.08 石薬師RC-A・三重 1:02.69 一志Beast-B・三重 1:04.33 石薬師RC-B・三重 1:09.06

内田　鈴音(6) 樋口　美優(5) 信藤　優花(6) 桑原　杏咲(6) 飯田　もも(5) 小泉　来夢(6)

上村真央吏(6) 宮崎　藍果(5) 大森　心葉(6) 藤森　妃菜(6) 高橋　りこ(5) 坂本　結菜(6)

前山　莉緒(6) 太田　陽菜(6) 宮路　　樹(6) 守屋　望未(6) 井山はる佳(5) 田中　茉優(5)

黒古　愛果(6) 末藤　新菜(6) 山川　愛生(6) 吉田　真穂(6) 岡田日真莉(5) 横井　柚香(5)

吉岡　万桜(6) 1m20 桑原　杏咲(6) 1m20 内田　鈴音(6) 1m20 徳山　叶愛(6) 1m15 守屋　望未(6) 1m10 坂本　結菜(6) 1m05

一志Beast 石薬師RC 一志Beast ASSA-TC 石薬師RC 石薬師RC

信藤　優花(6) 1m10 小竹　真花(5) 1m05

ＵＲＣ 一志Beast

鈴木　光咲(5) 1m05

石薬師RC

藤森　妃菜(6) 1m05

石薬師RC

末藤　新菜(6) 4m10(+0.7) 宮崎　藍果(5) 3m67(+0.1) 木嶋　　鈴(5) 3m46(0.0) 太田　陽菜(6) 3m45(0.0) 三宅　瑚子(5) 3m37(+0.4) 清水　彩加(6) 3m31(+0.5) 樋口　美優(5) 3m12(+0.2) 中尾　心咲(5) 3m04(0.0)

イムラAA イムラAA 一志Beast イムラAA J＆E久居 ASSA-TC イムラAA 一志Beast

奥田菜々美(5) 22m56 井山はる佳(5) 20m47 横井　柚香(5) 20m10 中尾　心咲(5) 19m42

一志Beast 一志Beast 石薬師RC 一志Beast

一志Beast-A・三重 1:00.03 ＪＡＣ亀山・三重 1:00.93 内城田ＳＣ・三重 1:02.15 石薬師RC・三重 1:03.27 ASSA-TC・三重 1:03.98 一志Beast-B・三重 1:05.54 橋南スポク・三重 1:07.33 J＆E久居・三重 1:07.58

小竹　真花(5) 森口つかさ(4) 山本　真央(4) 鈴木　光咲(5) 近藤　百晏(5) 玉村　和奏(4) 小林　澪奈(4) 東　　奈優(5)

木嶋　　鈴(5) 宮本　芽依(5) 竹内　里雛(5) 村木玲美乃(5) 山田　和花(5) 大西くるみ(4) 瀬戸山萌音(4) 三宅　瑚子(5)

田中　遼生(5) 紀平　煌太(5) 奥本　悠介(5) 戸本　駿太(5) 北村　　航(5) 久保　太一(4) 吉田　飛来(5) 名草　　宙(4)

木村　心童(5) 木内　桜澄(5) 福井　晴渡(5) 児波　　賢(5) 山路　陽彩(5) 馬塲　颯星(4) 中山　陽斗(5) 上田　涼平(4)

凡例 

4月8日
小学女子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

4月8日
小学　混成
4×100mR

4月8日
小学女子

5･6年走高跳

4月8日
小学女子

5･6年走幅跳

4月8日
小学女子

5･6年80mH

4月8日
小学女子　5･6年

4×100mR

4月8日
小学女子

5･6年800m

4月8日
小学女子

4･5･6年共通100m

4月8日
小学男子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

4月8日
小学女子

3年以下60m

4月8日
小学男子

5･6年走幅跳

4月8日
小学男子

5･6年80mH

4月8日
小学男子

5･6年4×100mR

4月8日
小学男子

5･6年走高跳

4月8日
小学男子

5･6年800m

4月8日
小学男子

4･5･6年共通100m

6位

4月8日
小学男子

3年以下60m

7位 8位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位


