
第 39 回 南勢地区駅伝競走大会 ナンバー割当表 

 

・以下の割当でナンバーカードを作成してください。 

・走順変更がある時は、1 月 22 日（木）までに、申込フォーム変更欄に入力のうえ、申込アドレスに連絡してください。 

・走順変更はエントリー選手内で行ってください。 

・1 月 22 日（木）を過ぎてからの走順変更はできません。補欠との入替のみ可能です。 



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 皇學館高 前田　雄希 天野　　曜 寺田　憲弘 山下　拓也 松本　智希 吉田　卓馬 池田　純樹

2 2 伊勢高 奥村　直也 山川　翔平 楠　　直也 荒牧　賢大 山田　侑矢 大石　宇志 宮本　俊平

3 3 三重高Ａ 中西　　涼 高尾　将平 田口　隆太 岡　長太郎 喜田川智亮 西井　　聡 松本　涼也

4 4 三重高Ｂ 中西　　翔 阪口　勝俊 村主　大輔 西道　　涼 濱口　賢人 西村　夢路 奥見　彰太

5 5 三重高Ｃ 宮原　秀輔 高林　　慶 近藤　　充 山本　　均 服部　峰祥 長野　結毅 福浦　　駿

6 6 宇治山田商高 大田　悠人 高瀬　大貴 池山　佑斗 森田　悟司 角屋　　寛

7 7 尾鷲高 小椋　伊織 野田　侑希 伊勢谷耕平 石倉　宏哉 藤田　宗平 濱地　啓祐

8 8 松坂ＲＴ 鳥羽　邦彦 黒川　祥吾 天白　修平 勝又　　翼 樋口　真大 中西　貴也 合田　耕二

9 9 ラン･ホリック 安立　　俊 浜地　　守 小林　輝久 木村　浩久 小原　裕司 森　　久典 羽根　正樹

10 10 伊勢工高Ａ 松田　峻輔 中川　幸彦 北村　晃啓 白記　　翼 齋藤　靖典

11 11 伊勢工高Ｂ 澤田　知伯 大田　桂輔 奥田　博雅 中川　貴裕 伊藤　正継

12 12 宇治山田高 中村　捺希 花井　健吉 高須　雄佑 飯田　健太 中井　将暁

第２部（中学校男子の部）
チーム名

1 1 倉田山 大西　　良 野村　貴英 小俣　成史 冨内　将吾 西口　大樹 岡田　吏貴

2 2 厚　生　Ａ 前芝　宏亮 田中　将仁 松葉　大和 塩地　　廉 中西　　敏 長谷川　聖

3 3 伊勢宮川Ａ 三浦　健太 菅原　徹也 岡田　和磨 藤本　健太 山口　泰宏 中村　洋介

4 4 伊勢港 前川　　守 岡田　圭介 茂谷　大暉 寺田　友紀 地本　行央 山谷　将大

5 5 豊　浜 佐々木拓哉 西田　流正 藤原　俊紀 佐々木祐介 中田　拳太

6 6 北　浜 中村　　誉 立木　　伶 秋葉　翔吾 井坂　僚介 堀内　達矢 森　　拓也

7 7 五十鈴 浜崎　聖也 浜崎　康平 溝口　周平 山口　真輝 山路　和徳 前田　翔吾

8 8 城　田 小池　龍緯 山口慎太朗 野口　満成 川口　翔平 吉髙　風汰 南谷　宗嗣

9 12 二　見 中村光太郎 中村　逸人 竜田　直樹 奥野　雄也 晝河　　豪 浦口　雅隆

10 13 御　薗 岡田　佳史 斎田　哲汰 吉田　拓矢 吉田　拓矢 川島　僚平 山崎　大地

11 14 小　俣　Ａ 東川　英雅 麻畑　雄哉 岩田　直樹 藤原　友章 宇佐見　学 東山　兼士

12 15 南　勢　Ａ 西濱　幹紘 栗原　優希 南　　栄人 齋田　直輝 矢野　翔大

13 16 玉　城　Ａ 筒井　勇仁 阪口　敬介 中西　　陸 辻井　三嗣 中村　亮哉

14 17 度　会 神森　正揮 井戸本朋也 林田　涼雅 野呂　　有

15 20 南　島 辻　　竜良 堤　　信平 野﨑健太郎 山本　大貴 山本　翔麻 坂井　　瞬

16 21 三　雲 西井　拓哉 伊藤　　健 西山　凌平 西山　雄介 森岡　達哉 藤川　成秋

17 22 嬉　野　Ａ 太田　真登 北川　太基 林　　憲秀 福島　颯太 磯田　柾人 西口　航平

18 23 嬉　野　Ｂ 中森　龍人 新居　卓也 平田　拓也 前川　　光 島岡　大貴 酒井　夢斗

19 25 玉　城　Ｂ 江島　知樹 小池　俊輝 野呂　博基 野呂　善基 北岡　　侑 荻田　拓人

20 26 玉　城　Ｃ 東山　貴慶 梅谷　竜生 茂谷侑太朗 菊池　将樹 飯島　涼太

21 27 紀　北　Ａ 水谷　友貢 中西　達耶 長井　宏斗 若林　正文

22 28 紀　北　Ｂ 東　　　翼 谷口　　綾 中井　啓太 田中　俊輔

23 29 伊勢宮川Ｃ 竹中　　諒 尾崎　翔大 杉山　士昂 古川　丈裕 上田　晃平 辻村　　潤

24 30 伊勢宮川Ｂ 角田　　航 岡咲　和歩 森田　孝洋 山口　優斗 龍田　吉朗 田中　雅也

25 31 南　勢　Ｂ 喜多　健斗 川口　  卓 西井　洋平 大畑　敦彦 奥村　海洋

26 32 南　勢　Ｃ 柴原　祥摩 舌古　一誠 林　　将平 村田　峻佑 田中　昌平

27 33 南　勢　Ｄ 花川 　 純 山下　正貴 濵田　健志 上野　正喜 山本　友貴

28 35 厚　生　Ｂ 馬場　良祐 岡田　智文 槌矢　圭悟 谷口　央弥 世古　真也 中村　大地

29 36 厚　生　Ｃ 武久　智彦 西　　竜生 土井健太郎 西本　大輔 押田　元樹 谷口　智洋

30 37 南　勢　Ｅ 川口　啓学 奥村　海音 山本　博司 城　　利貴 山本　悠介

31 44 小　俣　Ｂ 小嶋　雄介 寺山　大貴 中山　元太 中村　祐介 寺山　翔太 藤本　直也

32 45 小　俣　Ｃ 北川　雄亮 山村　雄輝 三宅　敦也 三宅　佑樹 池山　純暉 山本　　侑

出場選手 一覧表

補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

3区 4区 5区 補欠No. 1区 2区

備考
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第３部（一般・高校女子の部）
チーム名

1 48 宇治山田商高Ａ 寺尾あや子 伊藤　小織 松島　玲佳 森田菜津紀

2 49 宇治山田商高Ｂ 向井　愛巳 小久保晴加 作野沙希菜 有松　　冴

第４部（中学校女子の部）
チーム名

1 2 厚　生　Ａ 須賀浦結菜 濵田　侑奈 中西　遥香 中村　伊織 立野　花実 出口　真由

2 3 宮　川　Ａ 中村　汐李 山根　芽衣 奥野　春菜 久保倉実里 辻　保奈美 坂本　莉菜

3 4 伊勢港 三浦　奏子 宮間　沙絢 直江　悠奈 登　　静加 尾崎ほのか 山下友理香

4 6 北　浜 角谷　侑香 竹本　美穂 西村美乃里 菅野真以子 佐之井優希 上原加奈子

5 7 五十鈴 田邉　洸莉 野口　幸恵 田村　佳澄 森下　彰子 齋藤　紫乃 山本　佳奈

6 8 城　田 坂口　　茅 中森　麻菜 倉井　　歩 前田安友美 角谷　風歌 野間　愛加

7 12 二　見 佐藤　希帆 松本　梨那 前田　亜耶 中村美紗子 奥野裕香子 富岡真梨菜

8 13 御　薗 安井　稚菜 堀本　彩乃 大西　綾音 大西小希菜 大橋　七海 大東はるか

9 14 小　俣　Ａ 山下　奈央 中村　美穂 奥野　珠奈 竹内　杏奈 小川　珠実 植村　胡桃

10 15 南　勢　Ａ 西岡　由貴 平田　琴音 東海　里香 岡　　朝子 山路　夏希 髙松　麻妃

11 16 玉　城 中村　葉月 大谷　愛乃 板倉　菜也 角　　綾乃 東山　真緒 水野　里咲

12 17 度　会 山本　綺美 矢野こころ 森本　真由 林　　実季

13 25 南　勢　Ｂ 奥村　悠由 高松ゆりあ 田中　里奈 田岡　那央 栗原　見奈 山本　有花

14 26 紀　北 寺浦　成美 伊髙　和沙 柏木　真奈 西村　麻佳

15 27 宮　川　Ｂ 寺田　菜美 羽根　翔子 坂本　真佑 阿竹　麻衣 作野沙世湖 中村　千咲

16 32 小　俣　Ｂ 鈴木　沙弥 柴田　　茜 野呂真里菜 長嶋　麻加 山本　真矢 中北　采那

17 33 三　雲 山崎友貴穂 奥川　秀香 平松　愛由 山本　利奈 山田　　静 駒田　茉由

18 37 厚　生　Ｂ 中村　幸菜 中村　恵理 小粥　美穂 徳田　彩音 奥村　彩加 髙田　智子

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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第 9 回 南勢地区小学生タスキリレー大会 ナンバー割当表 

 

・以下の割当でナンバーカードを作成してください。 

・走順変更がある時は、1 月 22 日（木）までに、申込フォーム変更欄に入力のうえ、申込アドレスに連絡してください。 

・走順変更はエントリー選手内で行ってください。 

・1 月 22 日（木）を過ぎてからの走順変更はできません。補欠との入替のみ可能です。 



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 佐八陸上クＡ 山田　脩人 奥田　　碩 山口　将史 小池　雄也 岡村　伊丸 中山　雄正

2 2 佐八陸上クＢ 奥本　将斗 山根　雅也 岡　　拓徹 山下　圭太 山崎　博史 中野　　匠

3 3 佐八陸上クＣ 来田　昌親 奥野　圭人 山口　和輝 岡田　真宗 山口　　蓮 広畑　昇吾

4 4 玉城陸上クＡ 佐野　緒息 東山　大樹 濱口　晃大 中川　航貴 吉川　　丈 上村　健夢

5 5 玉城陸上クＢ 平生　恵佑 野口　龍汰 桑垣内雄大 小林　春紀 八木　隆貴 刀根　治暉

6 6 玉城陸上クＣ 日置　哲矢 奥田　力也 藤原　拓磨 寺前　周弥 松本　京介 丹生　敏行

7 7 多気ＲＣ Ａ 村田　崚輔 中村　友哉 鎌倉　昇大 三輪　亮介 角谷　侑起

8 8 多気ＲＣ Ｂ 逵　健太郎 浜　　星哉 正木　寛也 中西　修司 竹内　　陸

9 9 南勢ＡＣ Ａ 白髭　裕紀 瀬古　陽平 南　　智人 山下　拓朗 稲葉　啓志 西岡　裕太

10 10 南勢ＡＣ Ｂ 羽根　厚生 山本　藤夢 山本　海渡 村田幸二郎

11 11 南勢陸上クＡ 乾　　颯人 古尾　勇太 小澤　俊仁 佐々木龍星

12 12 南勢陸上クＢ 宮山　恵介 山際　　龍 河村　俊成 林　　時生

13 13 南勢陸上クＣ 濱崎　優紀 出口　創久 梶野　　拳 早川　直樹

14 14 南勢陸上クＤ 野村　智也 野村　駿介 中村　祐貴 山下　隼人

15 15 ＳＭＡＣ陸上ク 瀨木　賢汰 中西　佑磨 紀平　雄也 杉田　有哉 藤原　悠大 安田　海渡

16 16 北浜陸上クＡ 中村　勇貴 三宅　　大 堀川　拓海 竹内　遼人 三宅　大晟 濱口　航汰

17 17 北浜陸上クＢ 森田　　慶 高橋　大輝 中川　航輔 堀内　星哉 天白　秀喜 廣山　智彦

18 18 厚生陸上ク 磯島　康平 浦口　浩次 森本　竜也 高橋　　岳 大門　優輝 荒田　耕大

女子の部
チーム名

1 21 一志Beast Ａ 飯田　彩乃 亀谷　美帆 森藤　　凪 小倉　沙耶

2 22 一志Beast Ｂ 太田　美穂 奥村日菜子 齋藤　真帆 村上　映里

3 23 一志Beast Ｃ 鈴木　　輝 草野　愛梨 中村　巴南 向出　夏生

4 24 佐八陸上クＡ 廣　　舞佳 奥村ひかり 中村　佳恵 中村　沙彩 成川　百香 橋本　結衣

5 25 佐八陸上クＢ 阪井　若菜 玉木　和葉 山本　早絵 稲田穂乃香 加藤　萌恵 栗原　冴舶

6 26 佐八陸上クＣ 高瀬　百華 浦田　恵瑠 岩井祐希奈 森　　静葉 中川　真帆 島田　実季

7 27 玉城陸上ク 中村沙里奈 小林恵梨子 中西　琴音 森　　絵菜 江島あかね 板倉　七帆

8 28 多気ＲＣ 中林　麻奈 高山　瑞規 下村　　宝 山本　凪沙 尾上　鈴奈

9 29 南勢陸上クＡ 中村　夏妃 奥田　文乃 下　　浩子 西尾美早紀

10 30 南勢陸上クＢ 西　つぶら 直江実千瑠 石原安加里 西田　有沙

11 31 南勢陸上クＣ 前川架菜子 家田　真弥 中西　沙和 早川　優海

12 32 南勢陸上クＤ 大西　　陽 松葉みなみ 古川　紗也 保田真里奈

13 33 南勢陸上クＥ 野呂　桃香 平野　まみ 西村　友里 宮村　真由

14 34 南勢陸上クＦ 岡野　朱里 佐久間香奈 清水　　澪 北村　桃香

15 35 南勢陸上クＧ 中西　真央 斎藤　広華 雪岡　野絵 橋本　育実

16 36 北浜陸上ク 三宅　可蓮 濱口　紫帆 佐々木香奈 岡村亜里沙 竹本　百花 森谷梨花子

17 37 厚生陸上クＡ 畠中　優衣 原　　朋伽 山村　琴音 迫本　紘奈 小岸　香菜

18 38 厚生陸上クＢ 柴田　果歩 成川　由真 青木　莉那 山村　真穂

19 39 厚生陸上クＣ 橋本佳央理 中川　詩織 大西　眞菜 奥野　江那

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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開会式

閉会式 （予定）

距　離 増減

20.2km +4

11.3km -10

11.3km -3

9.4km -4

6.0km -1

6.0km -8

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 32

10時45分 2

小学生タスキリレー（男子） 12時25分 18

小学生タスキリレー（女子）

13時15分

8時45分

18

12時25分 19

11時35分

出発予定時刻 エントリーチーム数

9時30分 12
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