
2017年5月13日(土) 大会名 第３回　鈴鹿市記録会 大会コード　 17230729

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

【小学校の部】

日付 種目

水谷　太一(3) 10.00(-1.4) 清水　隆成(2) 10.28(-1.4) 橋倉　章人(3) 10.30(-1.4) 津村　宥翔(3) 10.66(-1.4) 鈴木　　聡(3) 10.66(-1.4) 井上　惺介(3) 10.69(-0.7) 山本　龍舞(3) 10.80(-1.4) 福井　温大(2) 10.81(-1.4)

石薬師RC 旭が丘小 一ノ宮 内城田ＳＣ 熊野RC *TK ＵＲＣ 一志Beast 内城田ＳＣ

松浦　　陸(6) 14.23(-0.1) 馬塲　優臣(6) 14.54(-0.4) 浦﨑　陽色(5) 14.56(-0.4) 松永　　陸(6) 14.57(-0.4) 児波　　賢(5) 14.80(-0.4) 木村　心童(5) 14.88(-0.4) 小川　碧斗(5) 15.01(0.0) 福井　晴渡(5) 15.10(0.0)

旭が丘小 一志Beast ﾁｰﾑG松陸 ASSA-TC 石薬師RC 一志Beast 石薬師RC 内城田ＳＣ

新開　翔太(6) 2:37.81 新家　鋭晟(6) 2:38.64 刀根　大和(5) 2:41.11 伊藤　伶真(6) 2:42.51 市川　拳暉(6) 2:45.29 野田　留伊(6) 2:46.99 鈴木　　僚(6) 2:47.66 小林　星生(6) 2:48.30

ASSA-TC 一志Beast ﾁｰﾑG松陸 石薬師RC 石薬師RC ﾁｰﾑG松陸 熊野RC 石薬師RC

丹　慎之介(6) 14.47(0.0) 稲生　　悠(6) 15.00(0.0) 矢形　文人(6) 15.07(0.0) 近藤　遼空(6) 17.51(0.0) 飯田　思遠(6) 17.74(0.0) 寺嶋　千隼(5) 18.11(0.0) 大川　大和(5) 18.49(0.0) 茂手木英人(5) 19.42(0.0)

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

ASSA-TC-A・三重 58.52 一志Beast・三重 58.57 イムラAA・三重 1:00.14 ＵＲＣ・三重 1:00.21 ASSA-TC-B・三重 1:00.28 石薬師RC-A・三重 1:01.05 石薬師RC-B・三重 1:06.04

近藤　璃空(6) 前田　大幸(6) 飯田　思遠(6) 矢形　心人(6) 中西　康眞(6) 石井　光稀(6) 小岐須　健(6)

松永　　陸(6) 新家　鋭晟(6) 鈴木　逢生(6) 矢形　文人(6) 稲生　　悠(6) 伊藤　伶真(6) 小林　星生(6)

新開　翔太(6) 丹　慎之介(6) 大川　大和(5) 渡邉祥二郎(6) 村田　丈治(6) 岡田　和樹(6) 阿部　泰樹(6)

鈴木佑太朗(6) 馬塲　優臣(6) 伊藤　奏都(6) 川上　大翔(6) 笠木　颯斗(6) 市川　拳暉(6) 戸本　駿太(5)

矢形　心人(6) 1m20 石井　光稀(6) 1m20 村田　丈治(6) 1m10 小岐須　健(6) 1m05 西尾　　輝(6) 1m00

ＵＲＣ 石薬師RC ASSA-TC 石薬師RC ASSA-TC

近藤　璃空(6) 3m82(0.0) 前田　大幸(6) 3m80(0.0) 渡邉祥二郎(6) 3m48(0.0) 久保　拓也(6) 3m11(0.0) 浜村　律貴(6) 3m03(0.0) 植杉　颯太(5) 2m96(0.0)

ASSA-TC 一志Beast ＵＲＣ ASSA-TC ASSA-TC 一志Beast

岡田　和樹(6) 51m04 眞瀬　新一(6) 34m97 鈴木　逢生(6) 32m62 藤原　琢磨(6) 28m76

石薬師RC SER ASSA-TC イムラAA ASSA-TC

竹内　小絢(3) 10.19(-1.0) 田中　杏奈(3) 10.26(-1.0) 中尾　萌花(3) 10.57(-1.0) 宮崎　桃果(3) 10.65(-1.0) 村田　帆菜(3) 10.73(-1.0) 戸本　花奈(3) 10.74(-1.0) 岡村　凉那(3) 10.82(-1.0) 信藤　穂香(3) 10.89(-0.4)

内城田ＳＣ 石薬師RC J＆E久居 イムラAA ASSA-TC 石薬師RC 内城田ＳＣ ＵＲＣ *TK

黒古　愛果(6) 14.49(-0.8) 赤松　真衣(6) 14.64(-0.8) 清水　彩加(6) 14.97(-0.8) 宮崎　藍果(5) 15.32(-0.8) 木嶋　　鈴(5) 15.33(-0.8) 小竹　真花(5) 15.49(-0.6) 中道　祐衣(5) 15.83(-0.8) 谷貞愛姫奈(5) 15.85(-0.6)

一志Beast ASSA-TC ASSA-TC イムラAA 一志Beast 一志Beast 熊野RC 内城田ＳＣ

須山　沙奈(6) 2:37.42 北川　侑奈(6) 2:45.27 村木玲美乃(5) 2:47.87 横井　柚香(5) 2:48.27 近藤　百晏(5) 2:51.72 吉田　真穂(6) 2:54.26 藤森　妃菜(6) 2:54.57 井山はる佳(5) 2:55.25

ﾁｰﾑG松陸 ＵＲＣ 石薬師RC 石薬師RC ASSA-TC 石薬師RC 石薬師RC 一志Beast

前山　莉緒(6) 15.51(0.0) 飯田　もも(5) 18.28(0.0) 高橋　りこ(5) 19.33(0.0)

一志Beast 一志Beast 一志Beast

ASSA-TC・三重 57.46 一志Beast-A・三重 58.07 イムラAA・三重 59.28 ＵＲＣ・三重 1:00.85 石薬師RC-A・三重 1:02.56 内城田ＳＣ・三重 1:03.91 一志Beast-B・三重 1:04.22 石薬師RC-B・三重 1:10.08

黒木　唯香(6) 内田　鈴音(6) 樋口　美優(5) 山川　愛生(6) 桑原　杏咲(6) 小谷　志代(6) 飯田　もも(5) 小泉　来夢(6)

清水　彩加(6) 上村真央吏(6) 宮崎　藍果(5) 信藤　優花(6) 藤森　妃菜(6) 松本　　望(6) 高橋　りこ(5) 坂本　結菜(6)

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

徳山　叶愛(6) 黒古　愛果(6) 末藤　新菜(6) 北川　侑奈(6) 吉田　真穂(6) 味噌井里那(6) 岡田日真莉(5) 村木玲美乃(5)

吉岡　万桜(6) 1m25 内田　鈴音(6) 1m20 桑原　杏咲(6) 1m20 徳山　叶愛(6) 1m15 松本　　望(6) 1m15 信藤　優花(6) 1m10 守屋　望未(6) 1m10 味噌井里那(6) 1m05

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

坂本　結菜(6) 1m05

石薬師RC

末藤　新菜(6) 4m26(0.0) 太田　陽菜(6) 3m82(+0.4) 上村真央吏(6) 3m56(0.0) 三宅　瑚子(5) 3m50(0.0) 樋口　美優(5) 3m49(+0.3) 奥田菜々美(5) 3m13(0.0) 宮路　　樹(6) 2m98(0.0) 山本　結唯(6) 2m92(0.0)

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

桃井　美空(6) 27m60 角谷　凜香(5) 20m73

熊野RC 一志Beast

一志Beast-A・三重 59.70 内城田ＳＣ-A・三重 1:01.22 石薬師RC・三重 1:01.45 ASSA-TC・三重 1:03.79 ＵＲＣ-B・三重 1:03.97 ＵＲＣ-A・三重 1:04.45 J＆E久居・三重 1:05.37 内城田ＳＣ-B・三重 1:05.44

小竹　真花(5) 山本　真央(4) 横井　柚香(5) 近藤　百晏(5) 北川　実和(4) 豊原　実優(4) 藤井佑里菜(4) 西脇　千結(4)

木嶋　　鈴(5) 谷貞愛姫奈(5) 鈴木　光咲(5) 山田　和花(5) 所　　優菜(4) 山田　愛菜(4) 三宅　瑚子(5) 杉本　琴美(4)

田中　遼生(5) 三浦　　響(4) 小川　碧斗(5) 北村　　航(5) 山中　　陸(5) 上山　士童(4) 大井　秀真(4) 奥本　悠介(5)

木村　心童(5) 福井　晴渡(5) 児波　　賢(5) 山路　陽彩(5) 谷口　煌太(5) 滝口　瑛史(4) 上田　涼平(4) 坂谷　綾斗(4)

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

5月13日
小学男子
5･6年800m

5月13日
小学男子

4･5･6年共通100m

8位

5月13日
小学男子

　3年以下60m

5月13日
小学男子

5･6年走幅跳

5月13日
小学男子

5･6年走高跳

5月13日
小学男子
5･6年80mH

5月13日
小学男子

5･6年4×100mR

5月13日
小学女子
5･6年800m

5月13日
小学女子

4･5･6年共通100m

5月13日
小学男子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

5月13日
小学女子
3年以下60m

5月13日
小学女子

5･6年走高跳

5月13日
小学女子
5･6年80mH

5月13日
小学女子

5･6年4×100mR

5月13日
小学女子　5･6年
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

5月13日
小学　混成
4×100mR

5月13日
小学女子

5･6年走幅跳


