
第52回南勢地区駅伝競走大会（中学男子の部）

出場選手一覧表
チーム名

1 1 大台陸上ク 大滝　翔唯 猿木　　渉 木下　創介 出口　来維 中井　蓮大

2 2 厚　　生 掛橋宗志朗 森下　陽太 中居　直大 小林　勇斗 眞榮田琉雅 小林　奏斗

3 3 伊勢宮川 川端　利哉 髙山　夢翔 西出　真梛 荒木　秀弥 文珠　榮太 高羽　　滉

4 5 桜　　浜 中村　光佑 森　　佑聖 早川　創太 佐々木快斗 西村　空菜 安井　琉真

5 6 桜浜　Ｂ 辻井　悠斗 野村　悠斗 吉田　圭佑 森下　隼太 西村　空菜 溝口　絢信

6 7 五 十 鈴 西井　　樹 中村　航宇 山邉　陽色 近江　春太 多田　悠悟

7 8 松阪中部Ａ 中村　海斗 深田龍之介 北野　陸翔 積木　煌來

8 9 松阪中部Ｂ 中里　理琥 伊藤　綾汰 田中　悠樹 堀江　翔太

9 10 松阪中部Ｃ 小林　駿斗 権田　一洋 澁谷　優稀 宮崎　真祈

10 11 城　　田 鈴木　雄仁 齋藤　蓮也 中西　暖斗 東浦　　輝 濱口　雄史 野口　七音

11 12 城田　Ｂ 宮本　恭佑 竹中　大志 中西　奏人 倉井　　凰 宮本　蒼空 野口　七音

12 13 城田　Ｃ 中西　貫太 右京　叶向 田中　琉暉 中川　拓哉 吉田　淳基 濱口　雄史

13 14 小　　俣 大野　晴世 坂口　裕崇 東　　大輔 山﨑　大雅 辻　　結翔 西山　塁惺

14 16 玉　　城 田米香太郎 直木　飛龍 森田　愛斗 向原　悠斗 佐田健太朗 見並　滉平

15 20 南　　島 長尾　英慈 山本　陽斗 濱地　悠成 小島　志樹 南　　彪牙 出口　大遥

16 30 厚生　Ｂ 畑上　蓮音 嶋田　晴人 伊藤　大知 森　　陽斗 眞榮田琉雅 小林　奏斗

17 33 伊勢宮川Ｂ 佐野　辰徳 石黒　晴己 東谷　昇俐 池田　武蔵 飯田　浬貴 渡邊　延哉

18 34 伊勢宮川Ｃ 堀本　琉成 西本　凌麻 松田　　礼 山本　幸輝 山下　颯心 太田　　律

19 38 玉 城 Ｂ 久保　隆平 小林　瑞稀 森本　健成 福井　宥真 佐田健太朗 見並　滉平

20 39 玉 城 Ｃ 西川　太智 上田凛太朗 内山　真志 草尾　漣孜 櫻井　　蓮 坪井　龍駕

21 40 玉 城 Ｄ 畝畑　壱徹 近藤　駿希 中村　祉貴 宮本　徠翔 櫻井　　蓮 坪井　龍駕

第52回南勢地区駅伝競走大会（中学女子の部）

出場選手一覧表
チーム名

1 1 倉 田 山 山際　奏媛 森田心優華 松田　百華 内山　思来 中野　綾希 川上　香真

2 2 厚　　生 八田　奈緒 宮薗　杏奈 中上くらら 荒木　花梨 中森　麻乃 田中　碧音

3 3 伊勢宮川 文珠ゆうひ 林　　帆花 山木　彩聖 堀本　瑠菜 廣　　光希 淺井　琥桃

4 5 桜　　浜 中川　実來 中辻　深月 常光　　瑛 粟田　胡虹 野呂　海緒 窪田　悠月

5 7 五 十 鈴 西岡真菜夏 西島　瑠衣 武田　絵那 太田ひより 川井　杏虹 奥野　りな

6 8 松阪中部 小林　千珠 村田夏美希 西村　芽依 小谷　優奈

7 10 城　　田 西尾　奏音 山川　琴子 伊藤　和來 松本　藍里 西口　遥果

8 11 城田　Ｂ 宮端　穂乃 小林　夢奈 坂口　心優 倉井　彩羽 西口　遥果

9 12 二　　見 小林　希咲 小﨑　萌亜 中井　遥香 山本　二瑚 桐原　優奈

10 16 玉　　城 松田　向繰 出口　莉帆 八田　空羽 三浦　叶夢 中村　未来 山下　綺那

11 30 厚生　Ｂ 北尾　心映 齋藤　心春 池山　紗菜 浅田　咲歩 中森　麻乃 田中　碧音

12 33 伊勢宮川Ｂ 濵畑茉那華 矢野　彩未 小林　涼花 西　　真保 西口　苺花 南　　舞城

13 38 玉 城 Ｂ 竹内　來夢 下村　珠乃 村木　円珂 山路　莉世 中村　未来 村井　朱夏

14 39 玉 城 Ｃ 三浦　　奏 谷川原未来 小辻　　凛 中世古郁芽 奥野　楓愛 羽根　桃奈

15 40 玉 城 Ｄ 倉野　友萌 永井　有倭 藤川　紗矢 中西　里奈 奥野　楓愛 羽根　桃奈

16 41 玉 城 Ｅ 松尾　萌花 高野　海愛 大西　　杏 木村　心愛 堀江　珠由 米澤　穂夏

第22回南勢地区小学生タスキリレー大会（男子の部）

出場選手一覧表
チーム名

1 1 玉城町Ａ 村井　翔輝 木内　翔大 取嶋　竜雅 山下　喜琉

2 2 玉城町Ｂ 浅野　空峨 右門　蒼祐 今井　一稀 森田　陸玖

3 3 厚生ＡＣ 世古旺太郎 中西　嘉人 河北　春真 辻村　要登 土井　　悟 向井　　蒼

4 4 桜浜陸上ク 中西　紡久 山本亜偉瑠 窪田　悠希 山下　翔正 中村　詩音

5 5 JAC EAST Ａ 小田　一郎 福井　康人 森　　悠誠 小林　　碧 大西　太一 濱口　詩季

6 6 JAC EAST Ｂ 杉浦　夢宇 岡村　生成 中川　　晄 立井　快音 大西　太一 濱口　詩季

7 7 南勢陸上クＡ 松原　侑希 鈴木　悠介 中井　駿太 前田　彩翔 内山　哲多 西嶋　夢登

8 8 南勢陸上クＢ 織戸　穂高 堀　　篤生 河野　　諒 廣江　丈治 曽根　星吾 堀井　春希

第22回南勢地区小学生タスキリレー大会（女子の部）

出場選手一覧表
チーム名

1 1 玉城町 木下　愛心 植村　茉央 中浦　瑚遥 戸野　侑奈 中村　　眞

2 2 クラブエッグズ 仲井　沙優 林　　　夢 南　朱雀羽 山本　優衣 南　　愛海

3 3 桜浜陸上クＡ 山口　琴未 舛本　仁胡 中村　瑠莞 木村　未梨 冨谷　美月

4 4 桜浜陸上クＢ 西村　　玲 上田　百華 小倉　桃果 上田　舞花 冨谷　美月

5 5 JAC EAST Ａ 福井　愛梨 金森　菜里 山際　聖良 福永　萌瑛 辻　　　葵 西川　愛音

6 6 JAC EAST Ｂ 森田　友陽 中北　光咲 竹澤　那柚 下村みらい 辻　　　葵 西川　愛音

7 7 JAC EAST Ｃ 角前　和奏 喜多　琴美 大西　由乃 玉谷しずく 辻　　　葵 西川　愛音

8 8 南勢陸上ク 北井　一花 山辺　紗弓 山川　詩茉 吉田　葵衣 上部日花里 川井　琥幸

補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区

補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区


