
平成24年度

日 時： 平成25年1月19日（土）　午前9時30分競技開始

会 場： 三重県営サンアリーナ　周辺周回コース

主 催：伊勢度会陸上競技協会

主 管：伊勢度会陸上競技協会主 管：伊勢度会陸上競技協会

後 援： （株） UL Japan



会 長 古野　　潔

副 会 長 清水　秀隆 向井　孝治 中川　直樹

龍田　　洋 松本　裕人

顧 問 由川　　昇 尾関　　均

名誉顧問 村島　諭明

参 与 橋本　　侃

総 務 向井　秀則

総 務 員 龍田　　洋 松本　裕人 松葉　清高

審 判 長 大河内義弘

先 導 車 亀山　知典

後 尾 車 福井　　清 小西　孝明

記 録 員 上永　真弓 (主) 岡田　和久 岡部佳津子 福井竜一郎

役 員 係 東　　一郎 (兼)

表 彰 係 加治佐伊都 (主) 東　　一郎

ｽ ﾀ ｰ ﾀ ｰ 東端　伸治

中継審判 安井　　浩 (主) 橋本　真治 (副) 泉　　隆司 山羽　幸彦

泉　　勝人 泉　　恵子 山村佐知子 小西　幸男

今村　和寛 山本　明俊

途中審判 飯嶌　範高 (主) 吉田　　賢 (Ａ) 浦本　龍二 (Ｃ) 床辺　敦紀 (Ｅ)

古﨑　正敏 (Ｆ) 蔦谷　秀確 (Ｈ) 隈元　康太 ( Ｉ ) 中瀬　一仁 ( Ｊ )

飯坂　元信 ( Ｊ ) 高橋　真里 (Ｋ) 前滝　直志 (Ｋ) 村嶋　輝久 (Ｌ)

森見　貞治 白山いづみ

補助員係 安井　　浩 (兼)

医 務 員 看　護　師

大　会　役　員

競　技　役　員

―1―



開 会 式

１． 開 式 の 辞

２． 挨 拶 伊勢度会陸上競技協会 会長　古 野　 潔

３． 優勝杯返還 前回優勝チーム　伊勢工業高校

４． 審判長注意

５． 閉 式 の 辞

閉 会 式

１． 開 式 の 辞

２． 成 績 発 表

３． 表 彰

４． 挨 拶 伊勢度会陸上競技協会理事長　向井　秀則

５． 閉 式 の 辞

１． 本大会の規則は、2012年度日本陸連規則駅伝基準および大会要項に基づく。

２． 駅伝競走大会のチーム受付は、８時よりサンアリーナ前で行う。

３． タスキリレー大会のチーム受付は、１０時よりサンアリーナ内 本部席で行う。

４． 招集・点呼は、各部門出発時刻の１０分前にスタート付近で行う。

５． 左側に歩道がある区間では、選手は歩道を走ること。

６． 選手は、各自作成したナンバーカードを胸背に確実につけること。

７． 大会当日の事故は、応急処置のみで以後の責任は負わない。

式　次　第

選手注意事項
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南勢地区駅伝競走大会

第１部（一般・高校男子の部　20.2km）

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

第２部（中学校男子の部　11.3km）

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

第３部（一般・高校女子の部　11.3km） 第37回大会より

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

第４部（中学校女子の部　9.4km）

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

南勢地区小学生タスキリレー大会

男子の部（6.0km）

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

女子の部（6.0km）

区間

名　前
所 属
時 間

（ 回 ）

※ タスキリレーの区間賞の表彰はありません。

羽根健太郎
南勢ＡＣ

5:19
(第８回)

秦野　涼太
一色ｻｯｶｰ少

5:04
(第２回)

1区(2.7km)

久保倉実里
佐八陸上ク

5:24
(第８回)

山根　芽衣
佐八陸上ク

5:27
(第８回)

羽根ゆかり
南勢ＡＣ

5:28
(第10回)

4区(1.5km)
奥野　春菜
佐八陸上ク

5:15
(第８回)

1区(1.5km)
羽根　厚生
南勢ＡＣ

4:52
(第９回)

2区(1.5km)

2区(1.5km)
中村　友哉
多気ＲＣ

4:58
(第９回)

中　　友香
星翔高(大阪)

10:41
(第38回)

華岡　みか
星翔高(大阪)

7:21
(第38回)

山根　芽衣
伊勢宮川

7:49
(第40回)

3区(1.5km) 4区(3.0km)

3区(2.7km)
仲林　正紘

伊勢港
8:42

(第36回)

森西高太郎
松阪大
12:18

(第31回)

3区(1.5km) 4区(1.5km)

奥野　春菜
伊勢宮川

5:12
(第41回)

城山東希子
波　切
10:02

(第26回)

沖見　英里
宇治山田商高

9:17
(第38回)

畑　沙也加
宇治山田商高

11:28
(第38回)

松坂ＲＴ
鳥羽･勝又・河瀬・天白・黒川

1:03:22
(第37回)

4区(3.4km)
中川　　瞭

城　田
10:34

(第37回)

栃木　一成
三重高
9:18

(第38回)

伊勢港Ａ
大畑･表野･仲林･柿本

36:50
(第36回)

大会記録

中山　健史
皇學館大
17:01

(第31回)

大会記録・区間記録 一覧表

5区(5.6km) 大会記録1区(4.1km) 2区(3.4km) 3区(4.1km) 4区(3.0km)
勝又　　翼

三重高
12:09

(第34回)

杉本　将友
度　会
9:22

(第31回)

2区(2.2km)
水谷　雄弥

倉田山
6:54

(第29回)

1区(3.0km)

勝又　　翼
松坂ＲＴ

9:59
(第37回)

佐八陸上クＡ
奥野･久保倉･山根･坂本

22:22
(第８回)

大会記録

大会記録

1区(3.0km)
宇治山田商高A
野田･森田･沖見･畑

39:07
(第38回)

大会記録

伊勢宮川Ａ
内藤･廣･中村･安藤

33:55
(第41回)

南勢陸上クＡ
佐々木･松野･中屋･上田

21:10
(第１回)

3区(2.7km) 4区(3.4km)2区(2.2km) 大会記録

1区(1.5km) 3区(1.5km)

内藤　響加
伊勢宮川

9:18
(第41回)

2区(2.2km)
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南勢地区駅伝競走大会

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
第31回 （平成12年度） 三 重 高 Ａ 1:04:56 伊藤　寿紀 田上　祐馬 奥田　　実 田村　　亘 奥野　　拓

第32回 （平成13年度） 降雪により中止

第33回 （平成14年度） 三 重 高 Ａ 1:03:52 勝又　　翼 中西　貴也 田村　　亘 平田　政仁 原　　弘紀

第34回 （平成15年度） 最 速 Ａ Ｃ 1:03:39 安立　　俊 中村　優太 田上　祐馬 中村　拓洋 小原　裕志

第35回 （平成16年度） 三 重 高 1:06:21 中田　剛司 勝又　　渚 小川　孝晃 西川　　慧 鳥羽　邦彦

第36回 （平成17年度） ラン・ホリック 1:06:06 安立　　俊 浜地　　守 森　　久典 和田　好弘 小原　裕志

第37回 （平成18年度） 松 坂 Ｒ Ｔ 1:03:22 鳥羽　邦彦 勝又　　翼 河瀬　大樹 天白　修平 黒川　祥吾

第38回 （平成19年度） ラン・ホリック 1:05:50 安立　　俊 浜地　　守 小林　輝久 羽根　正樹 小原　裕志

第39回 （平成20年度） 三 重 高 Ａ 1:07:11 中西　　涼 高尾　将平 田口　隆太 岡　長太郎 喜田川智亮

第40回 （平成2１年度） 三 重 高 Ａ 1:05:44 岩森　伶央 田口　隆太 中西　　涼 中西　　翔 藤本　健太

第41回 （平成22年度） 伊 勢 工 高 Ｂ 1:07:26 川口　翔平 渡部　大志 中西　　陸 中村光太郎 三浦　健太

第42回 （平成23年度） 工事により中止

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区
第31回 （平成12年度） 度　会　Ａ 37:14 西川　　慧 杉本　将友 大西　孝幸 東端　陽介

第32回 （平成13年度） 降雪により中止

第33回 （平成14年度） 伊勢港　Ａ 38:13 山岡　卓也 高川　　真 中西　　渉 宮間　元希

第34回 （平成15年度） 伊勢港 37:45 出口　政孝 世古　悠介 酒徳　大聖 山岡　拓弥

第35回 （平成16年度） 伊勢港　Ａ 38:18 西岡　義隆 柿本　崇志 仲林　正紘 酒徳　大聖

第36回 （平成17年度） 伊勢港　Ａ 36:50 大畑　拓也 表野　涼太 仲林　正紘 柿本　崇志

第37回 （平成18年度） 伊勢宮川Ａ 37:30 森下　雄介 広　　裕介 藤本　健太 山田　侑矢

第38回 （平成19年度） 南　勢　Ａ 37:52 川口　貴仁 世古　一歩 光永賢太朗 齋田　直輝

第39回 （平成20年度） 南　勢　Ａ 38:23 南　　栄人 西濱　幹紘 栗原　優希 齋田　直輝

第40回 （平成2１年度） 伊勢港　Ａ 38:10 前川　　守 渡辺　大志 岡田　圭介 寺田　友紀

第41回 （平成22年度） 伊勢宮川Ａ 38:56 山田　脩人 小池　雄也 下川　純輝 野村　拓也

第42回 （平成23年度） 工事により中止

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区
第37回 （平成18年度） 松 阪 高 Ａ 43:41 寺田　遥香 出口　悦子 奥村有佳里 西嶋　未来

第38回 （平成19年度） 宇治山田商高A 39:07 野田　貴恵 森田菜津紀 沖見　英里 畑　沙也加

第39回 （平成20年度） 宇治山田商高 42:15 森田菜津紀 作野沙希菜 松島　玲佳 有松　　冴

第40回 （平成2１年度） 宇治山田商高A 42:38 作野沙希菜 伊藤　小織 松島　玲佳 岡田　綾乃

第41回 （平成22年度） 伊 勢 高 46:28 向井　詩織 角前　温子 山口　彩詠 木下　　唯

第42回 （平成23年度） 工事により中止

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区
第31回 （平成12年度） 倉田山 35:41 鈴木　　渚 中村　綾那 郡　　仁美 赤坂　美季

第32回 （平成13年度） 降雪により中止

第33回 （平成14年度） 玉　城 35:42 沖見　英里 中村江里加 杉原千夜子 中村　紋子

第34回 （平成15年度） 伊勢港 35:34 寺田　衣余 入山　怜紗 大辺　趣里 畑　沙也加

第35回 （平成16年度） 伊勢港　Ａ 36:34 大辺　趣里 星崎　星美 入山　怜紗 畑　沙也加

第36回 （平成17年度） 度　会　Ａ 37:24 向井　愛巳 岡出　　梓 小谷　紗紀 長谷川千尋

第37回 （平成18年度） 伊勢宮川Ａ 35:47 作野沙希菜 津田　　環 木下　美希 寺田　菜美

第38回 （平成19年度） 伊勢宮川Ａ 35:32 津田　　環 浦田　真鈴 羽根　翔子 寺田　菜美

第39回 （平成20年度） 伊勢宮川Ａ 34:51 中村　汐李 山根　芽衣 奥野　春菜 久保倉実里

第40回 （平成2１年度） 伊勢宮川Ａ 34:16 内藤　響加 山根　芽衣 奥野　春菜 久保倉実里

第41回 （平成22年度） 伊勢宮川Ａ 33:55 内藤　響加 廣　　舞佳 中村　佳恵 安藤　綾花

第42回 （平成23年度） 工事により中止

歴代優勝チーム 一覧表

第 １ 部

第 ２ 部

第 ４ 部

第 ３ 部
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南勢地区小学生タスキリレー大会

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区
第１回 （平成12年度） 南勢陸上クＡ 21:10 佐々木　剛 松野　将宏 中屋　敦夫 上田　航毅

第２回 （平成13年度） 降雪により中止

第３回 （平成14年度） 南勢陸上クＡ 21:54 仲林　正紘 清水　淳平 立野　剛志 柿本　崇志

第４回 （平成15年度） 南勢陸上クＡ 21:20 森下　大輔 田口　隆太 浜田　誠也 松野　芳洋

第５回 （平成16年度） 南勢陸上クＡ 22:29 山口　元輝 柳原　竜也 小澤　亮太 西山　竜二

第６回 （平成17年度） 玉城陸上クＡ 23:08 辻井　三嗣 森田　智大 藤田　直道 堀江　優太

第７回 （平成18年度） 南勢陸上クＡ 22:00 宮崎　寛隆 西口　大樹 前川　　守 寺田　浩亮

第８回 （平成19年度） 南勢ＡＣ Ａ 21:16 羽根　厚生 喜多　健斗 羽根健太郎 西本　勝彦

第９回 （平成20年度） 南勢陸上クＡ 21:32 乾　　颯人 古尾　勇太 小澤　俊仁 佐々木龍星

第10回 （平成2１年度） 南勢陸上クＡ 21:35 出口　創久 濱崎　優紀 藤村　祥太 長岡　宏樹

第11回 （平成22年度） 南勢陸上クＡ 21:18 藤村　祥太 坂口　登河 安井　理矩 山路　健右

第12回 （平成23年度） 工事により中止

チーム名 記録 第1区 第2区 第3区 第4区
第１回 （平成12年度） 南勢陸上クＡ 23:44 中村　芽美 勝又あずさ 大辺　未来 田口　朝美

第２回 （平成13年度） 降雪により中止

第３回 （平成14年度） 南勢陸上クＡ 24:07 山口　　薫 池村　理佐 薮谷　麻衣 中川美早希

第４回 （平成15年度） 南勢陸上クＡ 23:58 中川　綾菜 南　　冴佳 山本　果歩 仲井あゆみ

第５回 （平成16年度） 南勢陸上クＡ 24:34 南　　冴佳 三浦　琴乃 斎藤　奈緒 濱田優里奈

第６回 （平成17年度） 南勢陸上クＡ 24:50 奥田　幸世 藤井　　梓 中村　佳帆 藪木　彩乃

第７回 （平成18年度） 南勢陸上クＦ 23:25 坂口　　茅 藤井　真子 安井　稚菜 山下友理香

第８回 （平成19年度） 佐八陸上クＡ 22:22 奥野　春菜 久保倉実里 山根　芽衣 坂本　真佑

第９回 （平成20年度） 一志Beast Ａ 22:45 飯田　彩乃 亀谷　美帆 小倉　沙耶 森藤　　凪

第10回 （平成2１年度） 桃 取 小 23:26 濱口　佳子 斎藤　千穂 濱口　由依 清水亜莉沙

第11回 （平成22年度） 松阪Jr陸上クＡ 23:19 小林　由佳 坂本万梨亜 池野みさき 村田　有唯

第12回 （平成23年度） 工事により中止

男 子 の 部

女 子 の 部

歴代優勝チーム 一覧表
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南勢地区駅伝競走大会

第１部（一般・高校男子の部）
チーム名

1 1 伊勢工高 山本　魁音 (1) 小林　春紀 (1) 山村　雄輝 (2) 佐々木友哉 (1) 加田平巧夢 (1) 折戸　涼介 (1) 中西　　陸 (3)

2 2 松阪高 川尻　貴大 (1) 小掠　達郎 (1) 大辻　　俊 (2) 宮本　朋典 (2) 伊藤　晴輝 (2) 小掠　陽平 (1) 松田　竜樹 (1)

第２部（中学校男子の部）
チーム名

1 1 倉田山 堤原　大貴 (2) 柴原　朋也 (2) 岩井　　龍 (1) 堤原　大貴 (2) 岩佐　澪音 (2) 下司玲央奈 (1)

2 2 厚　生 坂口　登河 (2) 藤村　祥太 (2) 坂本　航希 (2) 前芝　佑哉 (2) 森本　竜也 (3) 井田亜希央 (1)

3 3 伊勢宮川 岡田　公陽 (2) 石井　将志 (2) 平生　智也 (2) 大河内雄登 (3) 桑原　伊純 (1) 中山　浩斗 (1)

4 6 北　浜 中村　勇太 (2) 濱千代啓斗 (1) 辰巳　　怜 (2) 野村　悠理 (2)

5 8 城　田 東谷　卓哉 (2) 中村　紘誠 (2) 西口　樹良 (1) 長沢　和真 (3) 加藤　貴史 (1) 松本　拓巳 (2)

6 12 二　見 江川　雄人 (2) 前田　智也 (2) 齋藤　優雅 (2) 阿竹　　颯 (2) 米山　　響 (2) 坂本　和磨 (2)

7 14 小　俣 山本　悠斗 (2) 上野　翔貴 (1) 山本　直哉 (2) 中西　巧馬 (2) 村林　昂紀 (2)

8 15 南　勢 石本　　駿 (2) 田所　慎也 (2) 太田　侑磨 (1) 山本　成輝 (2) 中村　理希 (2)

9 16 玉　城 中西　海斗 (2) 野呂　惇人 (1) 向井　優貴 (2) 高瀬　宥和 (2) 阿部　圭吾 (2) 中村　光希 (2)

10 27 厚　生　Ｂ 井田亜希央 (1) 箕成　　響 (2) 松井　栄志 (2) 森本　竜也 (3) 藤浪　永吉 (2) 中川　侑紀 (2)

11 30 伊勢宮川Ｃ 東村　侑一 (2) 明比　　瞭 (2) 石神　巧也 (1) 片山　範和 (2) 宇田　宙生 (1) 山本　　敬 (1)

12 31 南　勢　Ｂ 萩原　稜登 (1) 大江　大希 (2) 西村　文汰 (2) 宇田　翔夢 (2) 東　　勇介 (1)

13 33 伊勢宮川Ｂ 岡　　祥也 (1) 久保倉佳吾 (1) 村林　　上 (2) 北村　勇人 (2) 宇田　宙生 (1) 山本　　敬 (1)

14 34 小　俣　Ｂ 三輪　洋侑 (1) 田中　　仁 (2) 坂本　大真 (1) 伊東　佑真 (2) 野口　就平 (2)

第３部（一般・高校女子の部）
チーム名

1

第４部（中学校女子の部）
チーム名

1 1 倉田山 西　　杏珠 (1) 西川　凜音 (2) 玉木　理菜 (2) 奥田　幸弓 (1) 奥井　桃穂 (1) 阿竹　弘菜 (1)

2 2 厚　生 中川美知香 (2) 中村　美波 (2) 松村　圭純 (1) 南　日菜子 (2) 中村　千咲 (2) 中村　智里 (1)

3 3 伊勢宮川 北村果南江 (2) 下川　莉乃 (2) 岡山　美咲 (2) 辻　　有咲 (1) 東　　弥季 (2) 北村　夕芽 (2)

4 7 五十鈴 松永妃那子 (1) 谷口　花歩 (1) 西田　舞衣 (1) 杉原　優海 (1) 松井　あみ (2) 高濵万里亜 (2)

5 8 城　田 大橋日菜乃 (1) 高橋　華奈 (1) 長澤　由佳 (1) 中西　玲菜 (1) 中川　未麗 (2) 中川すみれ (2)

6 12 二　見 米山比南乃 (1) 吉川　枝里 (1) 仲林　　唯 (2) 濱口　瑞葵 (2) 佐藤　由惟 (1) 松本　玲奈 (2)

7 14 小　俣 二宮　　愛 (2) 寺田早耶香 (1) 島田実優花 (1) 中西　優月 (1)

8 15 南　勢 光永　奈央 (2) 畑　きらら (1) 畑　和香葉 (2) 三浦　紗瑛 (2) 北村　真希 (2)

9 16 玉　城 森　　絵菜 (3) 久野　七海 (1) 高山　摩梨 (2) 橋本亜佐美 (2) 大森　愛由 (1) 青木　一葉 (1)

10 25 南　勢　Ｂ 濱口　舞伽 (1) 内山　結賀 (2) 山本　亜美 (1) 城　　桃香 (2)

11 26 南　勢　Ｃ 藤原　希帆 (1) 奥村　音芽 (2) 向城　玲奈 (2) 林　　真優 (2)

12 33 伊勢宮川Ｂ 里中なつみ (1) 坂本　紗也 (2) 原　　　暁 (1) 桑山　弘子 (1) 西　菜那恵 (2) 倉野　　栞 (1)

出場選手 一覧表

補欠 補欠No. 1区 2区 3区 4区

補欠

3区

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

No. 1区 2区 補欠

No. 1区 2区 3区

4区 5区 補欠

4区 補欠 備考

備考

備考
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南勢地区小学生タスキリレー大会

男子の部
チーム名

1 1 厚生ＡＣ Ａ 磯嶋　悠作 松尾　結世 染井真佑希 林　　純平 田浦　成昭 村井　奎斗

2 2 厚生ＡＣ Ｂ 小西　伴弥 浅見　昇汰 山本　隆将 福井　一真 田浦　成昭 村井　奎斗

3 3 南勢ＡＣ 脇　　龍也 三玉　　真 中村　侑聖 海見　一輝 岡谷　天斗 山本　佑樹

4 4 Ｓｕｎ ＴＦＣ 立花　舞人 脇　　凌雅 坂口　瑛紀 越賀俊太郎 坂口　智紀 瀧　　将英

5 5 宮川Jr陸上クＡ 森　　壮生 岡田　太陽 里中　優介 遠藤　隼理 藤田　政陽 松村　晃希

6 6 宮川Jr陸上クＢ 島田健太郎 清水　俊克 廣垣圭太郎 山下　爽太 藤田　侑大 北岡　祐飛

7 7 内城田ＳＣ 登　　竜輝 栗原　昂希 伊藤鯨太郎 稲垣　壮紀 山本　雄大

8 8 北浜陸上ク Ａ 山本　恵都 古谷　新太 加納　啓汰 濱口　翔吾

9 9 北浜陸上ク Ｂ 西久保海斗 森　　瞬也 山中　　拓 山本　学杜

10 10 北浜陸上ク Ｃ 有田　晃平 廣山　泰彦 早川　恭平 岩田　雄杜 辻　　祥世

11 11 南勢陸上ク Ａ 長岡　健二 古尾　洸介 奥田　青空 村田浩太朗 横井　　響 和田　篤武

12 12 南勢陸上ク Ｂ 三ッ岩　空 野々上颯馬 中本　公平 佐々木克磨 横井　　響 和田　篤武

13 13 南勢陸上ク Ｃ 的場　大輝 菊永　隼人 竹中真一郎 垣内　崚寿 横井　　響 和田　篤武

14 14 南勢陸上ク Ｄ 田村　竜紀 中野　幸佑 中西　　聖 井上　将大 横井　　響 和田　篤武

15 15 南勢陸上ク Ｅ 濵口　　翔 伊豆　恭弥 宮田　真寿 大西　達也 横井　　響 和田　篤武

16 16 南勢陸上ク Ｆ 玉木　慎人 矢形　隼人 中北　太雅 伊藤　雄星 横井　　響 和田　篤武

17 17 玉城陸上ク 中村　伊吹 辻井　宏樹 増井　　晶 藤川龍之亮 内藤　来夢 伊藤　和良

18 18 チームＧ松陸Ａ 岩下　隼大 井上　翔太 山口銀次郎 曽我　雅人

19 19 チームＧ松陸Ｂ 橋本　修弥 鳥堂　寿木 小濱　颯悟 藤本　祐磨

女子の部
チーム名

1 1 厚生ＡＣ Ａ 林　　采奈 中村　和香 口山　佳澄 幸得　由愛 大谷　　零 村松　凛香

2 2 厚生ＡＣ Ｂ 小岸　真侑 迫本　　茜 古川　彩羽 松田　葉奈 山口　美穂 村松　凛香

3 3 厚生ＡＣ Ｃ 濱千代　萌 山本　実希 長岡　里奈 梶本　実玖 西村　伊織 中谷　　響

4 4 Ｓｕｎ ＴＦＣ 伊藤　暁里 安藤　秋穂 古川　綺華 廣　菜々穂 坂口　　葵 山本　有紗

5 5 宮川Jr陸上ク 清水　紀芳 森下みやび 濱地きらら 樋口　友彩 岡田　愛唯 溝口亜友美

6 6 内城田ＳＣ 福本さくら 吉田二千翔 大西　彩葉 畑　　愛珠 古橋　　愛

7 7 四郷小 遠藤みなみ 早田　梨紗 上村亜有美 山本　夏菜 坂本　日和

8 8 玉城陸上ク 岡田　華歩 西村悠里奈 伊藤　花恵 早川　朋実 中西　佑友 柴原　七優

9 9 南勢陸上ク Ａ 筒井　藍由 西田英里子 角谷　真菜 植村　仁美 山口　紗也 北山野乃華

10 10 南勢陸上ク Ｂ 西井裕美香 三ッ岩こころ 堤　　瑠那 東川　光華 山口　紗也 北山野乃華

11 11 南勢陸上ク Ｃ 稲吉　夏蓮 岡　　璃音 作田　実優 小久保雛子 山口　紗也 北山野乃華

12 12 南勢陸上ク Ｄ 山本　しほ 大西　里歩 大西　侑希 薮谷　美紅 山口　紗也 北山野乃華

13 13 南勢陸上ク Ｅ 加藤　望玖 池田陽那乃 中瀬　　晴 北村　瑞季 北村　奈緒 山口　紗也

14 14 北浜陸上ク Ａ 辻　　歩理 三宅　　月 河俣　実来 右京　七海 堀川　亜美

15 15 北浜陸上ク Ｂ 村井　亜瑚 河村　莉子 石神杏友里 広垣　　空 中川　湖都

16 16 北浜陸上ク Ｃ 井坂　璃音 濱口　真衣 早川　莉緒 岡村　万琳 濱口つぶら

17 17 チームＧ松陸 奥村　真尋 金谷　晏衣 倉井　里萌 北村　美結 中山　　桃

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

備考

備考
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南勢地区駅伝競走大会

◇ 第１部（一般・高校男子の部） ５区間 ２０．２ｋｍ ９時３０分出発

第１区（４ １㎞） Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ

大会コ ー ス図
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第１区（４.１㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ

第２区（３.４㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第３区（４.１㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ
（第１区に同じ）

第４区（３.０㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第 （ ）第５区（５.６㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ

　　　　　　　　　　→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

◇ 第２部（中学校男子の部） ４区間 １１．３ｋｍ １０時４５分出発

第１区（３.０㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第２区（２.２㎞）　Ｓ→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ

第３区（２.７㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｅ→Ｆ→Ａ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第４区（３.４㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

◇ 第３部（一般・高校女子の部） ４区間 １１．３ｋｍ １０時４５分出発◇ 第３部（ 般 高校女子の部） ４区間 １１．３ｋｍ １０時４５分出発

（第２部に同じ）

◇ 第４部（中学校女子の部） ４区間 ９．４ｋｍ １１時３５分出発

第１区（２.７㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｅ→Ｆ→Ａ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第２区（２ ２㎞） Ｓ→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ第２区（２.２㎞）　Ｓ→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｊ→Ｋ→Ｌ→Ｓ

第３区（１.５㎞）　Ｓ→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

第４区（３.０㎞）　Ｓ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ

南勢地区小学生タスキリレー大会南勢地区小学生タスキリレ 大会

◇ 小学生男子の部、女子の部 ４区間 ６．０ｋｍ １２時２５分出発

４区間（１.５㎞）　Ｓ→Ａ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｌ→Ｓ
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三重県営サンアリーナ 周辺周回コース

コース図
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コ ス図
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第１部（一般・高校男子の部）

第１、３区（4.1km) 第２区（3.4km)
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第４区（3.0km) 第５区（5.6km)
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第２、３部（中学校男子、一般・高校女子の部）

第１区（3.0km) 第２区（2.2km)
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第３区（2.7km) 第４区（3.4km)
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第４部（中学校女子の部）

第１区（2.7km) 第２区（2.2km)
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第３区（1.5km) 第４区（3.0km)
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開会式

閉会式 （予定）

距　離 増減

20.2km -2

11.3km -3

11.3km +1

9.4km +1

6.0km +7

6.0km +3小学生タスキリレー（女子）

13時45分

8時45分

12

13時00分 17

11時35分

出発予定時刻 エントリーチーム数

9時30分 2

小学生タスキリレー（男子） 12時25分 19

競 技 時 間 表

部　　門

駅伝 第４部（中学女子）

駅伝 第３部（一般・高校女子）

駅伝 第２部（中学男子）

駅伝 第１部（一般・高校男子）

10時45分 14

10時45分 0




