
第20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 山本　道信 堤原　大貴 井田　吉城 中谷　　元 佐藤　　賢 谷　　洸志 柴原　朋也 長岡　宏樹 髙尾　雄汰

2 2 厚　　生 春木　大地 野呂　竜司 坂口　登河 前芝　佑哉 北村　仁瑚 森本　竜也 藤村　祥太 坂本　航希 井田亜希央

3 3 伊勢宮川 大河内雄登 平生　智也 岡田　公陽 下川　純輝 山﨑　博史 野村　拓也 石井　将志 北村　勇人 来田　昌親

4 4 伊 勢 港 由川　琢也 川添　敦也 中川　聖矢 柳生　渚生 小森　誠太 中世古勇樹 大野　海音 石松　凛平 阪本　昂煕

5 5 豊　　浜 矢形　健人 中村　竜基 白木　賢心 中村　有志 加藤　有都 中野　雄斗 梶野　　拳 中村　健人 中村　海斗

6 6 北　　浜 三宅　　大 野村　悠理 天白　秀喜 中西　亮介 辰巳　　怜 中村　勇太 髙橋　大輝 中村　勇貴 濱口　航汰

7 7 五 十 鈴 北山　勇太 濱﨑　優紀 鈴木　大輝 真野　創太 山本　智喜 中垣　武士 植村五輪人 前川　斉幸 加藤　昂星

8 8 城　　田 長沢　和真 池之山政大 東谷　卓哉 片岡　雅野 西口　樹良 中村　紘誠 加藤　貴史 倉井　勇飛 松本　拓巳

9 9 沼　　木 越賀健太郎 小倉　隆徳 斎藤　朝比 高澤　駿太 山田　　旭 中村　仁哉 久保　拓也 橋村　琉聖

10 12 二　　見 山下　文也 大西　月斗 阿竹　　颯 江川　雄人 植松　大聖 山本　康平 奥野　広大 戸田　隼人 牛場　　竣

11 13 御　　薗 岡 　佑輔 廣田　和暉 池田　周樹 安井　理矩 北川　祐哉 村木　寛孝 伊藤　　悠 岩橋　孝輔

12 14 小　　俣 倉田　直哉 瀨木　賢汰 奥野　夏希 中西　巧馬 山本　直哉 垣谷　壮志 山本　悠斗 上野　翔貴 伊東　佑真

13 15 南　　勢 石本　　駿 太田　侑磨 宇田　翔夢 萩原　稜登 田所　慎也 山本　成輝 中村　理希 大江　大希 西村　文汰

14 16 玉　　城 出口　創久 見並　慶佑 野呂　惇人 向井　優貴 柳瀬　楓也 中西　海斗 林　　貴久 高瀬　宥和 新谷　昂大

15 17 度　　会 御村　一至 大屋　瑠輝 古橋　　真 稲垣　孝優 大西　徳真 中西　将浩 井戸本尚也 山下　和希 山川　大輝

16 30 厚 生 Ｂ 坂本　航希 藤村　祥太 井田亜希央 小津　有詩 松井　栄志 箕成　　響 藤浪　永吉 山本　知輝 中川　侑紀

補欠4区 5区 6区 補欠No. 1区 2区 3区 補欠

厚 坂本 航希 藤村 祥太 井田亜希央 小津 有詩 松井 栄志 箕成 響 藤浪 永吉 山本 知輝 中川 侑紀

17 33 伊勢宮川Ｂ 北村　勇人 石井　将志 村林　　上 東村　侑一 岡　　祥也 久保倉佳吾 片山　範和 桑原　伊純 中山　雄正

18 34 小 俣 Ｂ 山本　悠斗 上野　翔貴 鈴木　健斗 伊東　佑真 三輪　洋侑 坂本　大真 山本　直哉 田中　　仁 野口　就平



第20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 奥田　幸弓 大西　　陽 西　　杏珠 玉木　理菜 古川　紗也 西川　凜音 小西　咲希 奥井　桃穂

2 2 厚　　生 南　日菜子 青木　聖奈 乾　　瑠夏 山村　真穂 中川美知香 松葉みなみ 中村　美波 松村　圭純

3 3 伊勢宮川 辻　　有咲 岡山　美咲 北村果南江 阪井　若菜 中村　佳恵 下川　莉乃 桑山　弘子 坂本　紗也

4 4 伊 勢 港 鈴木絵莉花 川端あつさ 西　こはく 奥野　祭花 伊藤　秋咲 中川　紗弥 中出　里央

5 5 豊　　浜 中村　有沙 梶野　　杏 佐々木愛理 小崎　海卯 佐々木結花 山内　　瞳 奥野　　光 大仲　紗依

6 6 北　　浜 濱口　綾加 三宅　　花 濱口　紫帆 中川　未悠 立木　奈々 堀内　美里 奥野莉里佳 辻　きらら

7 7 五 十 鈴 松永妃那子 西田　舞衣 谷口　花歩 松井　あみ 杉原　優海 高濵万里亜 寺田　紅蘭 伊藤　　咲

8 8 城　　田 木村　奈央 大橋日菜乃 里中　未来 上紺屋静佳 平生　唯衣 高橋　華奈 長澤　由佳 中西　玲菜

9 12 二　　見 濱口　瑞葵 吉川　枝里 佐藤　由惟 仲林　　唯 米山比南乃 松本　玲奈 小倉麻里菜 東側　里砂

10 13 御　　薗 中西　梨乃 辻村　菜都 前村　絢音 世古口奈々 松井　　悠 長岡　莉湖 柴田陽奈子

11 14 小　　俣 鈴木　沙織 中西　優月 中西　京香 二宮　　愛 中井　智加 寺田早耶香 島田実優花 中川　果帆

12 15 南　　勢 三浦　紗瑛 北村　真希 畑　きらら 畑　和香葉 光永　奈央 城　　桃香 林　　真優 山本　亜美

13 16 玉　　城 森　　絵菜 板倉　七帆 久野　七海 伊藤　瑞歩 橋本亜佐美 青木　一葉 大森　愛由 尾崎　里奈

14 33 伊勢宮川Ｂ 坂本　紗也 下川　莉乃 里中なつみ 西　菜那恵 桑山　弘子 倉野　　栞 原　　　暁 東　　弥季
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