
第19回 伊勢度会中学校駅伝競走大会 男子の部

出場選手一覧表
チーム名

1 1 倉 田 山 竹内　康基 古尾　勇太 井田　吉城 堤原　大貴 山本　道信 東浦　貫太 野村　智也 辻原　幸哉 長岡　宏樹

2 2 厚　　生 下地悠大朗 鈴木　悠大 樋口　大輔 中西　勇樹 小川　雄大 石井　拳悟 春木　大地 鬼頭　一樹 小林　将也

3 3 伊勢宮川 山田　脩人 下川　純輝 岡田　公陽 来田　昌親 大河内雄登 野村　拓也 山﨑　博史 山下　圭太 石井　将志

4 4 伊 勢 港 由川　琢也 中世古勇樹 由川　晃大 北村　直彦 中村　拓海 北村　明彦 大野　海音 石松　凛平 中川　聖矢

5 5 豊　　浜 加田平巧夢 佐々木友哉 梶野　達矢 矢形　健人 木田　　周 大仲　雄詞 中村　竜基 中西　信仁 奥田　健斗

6 6 北　　浜 三宅　　大 中村　勇貴 野村　悠理 廣山　智彦 辰巳　　怜 天白　秀喜 髙橋　大輝 堀内　星哉 中西　亮介

7 7 五 十 鈴 森　陽一朗 濱﨑　優紀 植村五輪人 中垣　武士 早川　直樹 山本　智喜 小寺　啓太 中西　和也 鈴木　大雅

8 8 城　　田 中西　大樹 村井　宏行 中田　和樹 大橋　裕基 上紺屋敦喜 徳力　風希 山中　研人 長沢　和真 東谷　卓哉

9 9 沼　　木 奥山　勝利 越賀健太郎 林　　勇太 斎藤　朝比 宮崎　広人 水谷　　勤 山田　　旭 右京　康也

10 12 二　　見 東谷　晃希 中野　裕介 井上　勇斗 山下　文也 竹内　幸熙 前田　恵輔 大田　真也 水上　皓平 中川　　翼

11 13 御　　薗 佐々木龍星 高橋　善輝 安井　理矩 池田　周樹 脇田　　凌 山際　　龍

12 14 小　　俣 外山　翔太 瀬木　賢汰 後藤　誠弥 中西　大祐 東　　海滋 中西　巧馬 山本　悠斗 山本　直哉 山川　聡大

13 15 南　　勢 上野　満央 村田幸二朗 羽根　厚生 白髭　祐紀 山本　成輝 佐藤　晃優 瀬古　陽平 奥村　　廉 喜多　海斗

14 16 玉　　城 出口　創久 松田　　崚 佐野　緒息 南谷　起善 村木　孝哉 日置　哲矢 牛江　颯斗 向井　優貴 中西　海斗

15 17 度　　会 枡田貴理丸 御村　一至 山本　誠也 中西　将浩 井戸本卓也 竹内　佑斗 大屋　瑠輝 稲垣　孝優 山下　和希

16 30 厚 生 Ｂ 春木　大地 鬼頭　一樹 小林　将也 北村　航大 坂口　登河 中村　凌真 日比　和音 濵田　慎史 森本　竜也

17 31 厚 生 Ｃ 日比　和音 瀬戸上　晶 森本　竜也 濵田　慎史 山口　泰史 前芝　佑哉 藤村　祥太 奥野　玲央 小野田将也

18 33 伊勢宮川Ｂ 山﨑　博史 山下　圭太 石井　将志 平生　智也 北村　勇人 小山　光暉 中山　雄正 片山　範和 奥田　　碩

19 34 小 俣 Ｂ 山本　悠斗 山川　聡大 村林　昴紀 中西　拓海 山本　直哉 伊東　佑真 杉田　有哉 野口　就平 田中　　仁
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第19回 伊勢度会中学校駅伝競走大会 女子の部

出場選手一覧表
チーム名

1 1 倉 田 山 古川　紗也 奥田　文乃 玉木　若菜 古川　結衣 大西　　陽 橘谷　玲香 保田真里奈 玉木　里奈

2 2 厚　　生 中屋　陽妃 押田　　彩 廣　　祐希 石原安加里 山村　真穂 松山　祐奈 南　日菜子 中川美知香

3 3 伊勢宮川 中村　佳恵 廣　　舞佳 安藤　綾花 阪井　若菜 内藤　響加 藤田亜友美 岡山　美咲 奥村ひかり

4 4 伊 勢 港 鈴木絵莉花 前川架菜子 西　こはく 直江実千瑠 寺田　江花 川端あつさ

5 5 豊　　浜 中村　有沙 奥野　光里 佐々木愛理 藤原　史織 佐々木結花

6 6 北　　浜 濱口　綾加 立木　奈々 奥野莉里佳 堀内　美里 濱口　紫帆 佐藤　　葵 福田　彩華 中川　未悠

7 8 城　　田 中西はるか 中川真由香 中川　未麗 東浦　那月 平生　唯衣 戸上　　央 堤　　萌恵 成川　由真

8 12 二　　見 濱口　瑞葵 仲林　　唯 中村早紀子 東側　里砂 重本　理有 小倉麻里菜 藤升　苑香

9 14 小　　俣 鈴木　沙織 中村　夏妃 中西　京香 二宮　　愛 中井　智加 東川　実央

10 15 南　　勢 光永　奈央 羽根ゆかり 畑　和香葉 北村　真希 三浦　紗瑛 城　　桃香

11 16 玉　　城 森　　絵菜 板倉　七帆 原　　柚生 橋本亜佐美 小林恵梨子 中西　琴音 刀根　舞華 宮本　璃子

12 33 伊勢宮川Ｂ 藤田亜友美 奥村ひかり 山本　栞菜 北村果南江 岡山　美咲 下川　莉乃 坂本　紗也 西　菜那恵
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