
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 大田　桂輔 橋本　佳樹 荒木　健介 奥田　博雅 磯崎　航誓 仲林　　秀 中川　貴裕

2 2 宇治山田高 高須　雄佑 中村　捺希 綿谷　雄介 奥井　広幸 中井　将暁 井上　　宗

3 3 津工高 川口　崇史 大久保亜門 稲田　啓太 打田　雄飛 岡本　純也

4 4 三重高Ａ 岩森　伶央 田口　隆太 中西　　涼 中西　　翔 藤本　健太

5 5 三重高Ｂ 大澤　卓巳 岡　長太郎 西道　　涼 村主　大輔 高尾　将平 喜田川智亮

6 6 尾鷲高 宮原　未来 小椋　伊織 伊勢谷耕平 石倉　宏哉 北村　正志 奥川　直人 藤田　京平

7 7 伊勢高 山田　侑矢 南端　謙吾 岡田　和磨 荒牧　賢大 岨野　良亮

8 8 宇治山田商高 豊田　啓貴 野村　康太 筒井　隼仁 大田　悠人 池山　佑斗 森田　悟司 坂本　博満

9 9 ＳＴＲＴ 谷口　雄真 中川　典夫 松田　洋八 江藤　公則 岩崎　充宏 葛西　宏紀 中井　　良

10 10 ラン･ホリック 安立　　俊 山南　好弘 小原　裕司 三崎　　真 木村　浩久 羽根　正樹

第２部（中学校男子の部）
チーム名

1 1 倉田山 野村　貴英 岩佐　海詩 岡田　吏貴 古尾　勇太 高瀬　翔太 村上　博紀

2 2 厚　生 松井　琢真 瀬戸上　晶 松葉　大和 馬場　良祐 杉浦　隆太 西村　直己

3 3 伊勢宮川 山田　脩人 尾崎　翔大 角田　　航 三浦　健太 上田　晃平 村上　　輝

4 4 伊勢港 前川　　守 渡辺　大志 岡田　圭介 寺田　友紀

5 6 北　浜 中村　　誉 中西　竜哉 森　　拓也 井坂　僚介 西村　　涼 有田　賢一

6 7 五十鈴 山根　佑太 松田　菖汰 福中　智之 濱﨑　康平 小澤　俊仁 濱﨑　聖也

7 8 城　田 中西　亮輔 山本　真司 中田　和樹 川口　翔平 阪口　凱海 山中　研人

8 12 二　見 中野　裕介 中野　裕基 水上　皓平 松井　勇樹 小林　拓弥

9 13 御　薗 佐々木龍星 斎田　哲汰 岡田　佳史 廣村　雅俊 川島　僚平 山崎　大地

10 14 小　俣 岩田　直樹 佐藤　翔輝 道根　悠斗 三宅　佑樹

11 15 南　勢 東谷　　錬 喜多　健斗 村田幸二朗 大畑　敦彦 林　　将平 池田　真治

12 16 玉　城 阪口　敬介 茂谷侑太朗 佐野　緒息 中西　　陸 東山　貴慶

13 17 度　会 林田　涼雅 竹内　佑斗 枡田貴理丸 坂本　耕哉 西岡　俊輔 山川　竜樹

14 20 南　島 辻　　竜良 上村　拓摩 武田　将磨 山本　大貴 山本　雅貴 山本　泰輝

15 21 三　雲 川口　大弥 伊藤　　亨 河合　祐二 中西　　昴

16 22 三　雲　Ｂ 舘　　直希 野口　陽史 河合　　駿 吉田　謙友

17 23 多　気 中村　友哉 岡井　　駿 大逵　将司 逵　　雅基 鎌倉　昇大 逵　健太郎

18 25 玉　城　Ｂ 飯島　涼太 菊池　将樹 田垣　敬也 小林　春紀 梅谷　竜生 坂口　悠輔

19 26 玉　城　Ｃ 松本　京介 野口　龍汰 平生　恵佑 寺前　周弥 村林　靖弘 中川　航貴

20 27 紀　北 水谷　友貢 中西　達耶 長井　宏斗 若林　正文 東　　　翼 浜田　健翔

21 30 伊勢宮川Ｂ 杉山　士昂 西田　　響 古川　丈裕 竹中　　諒 岡咲　和歩 山口　将史

22 31 南　勢　Ｂ 佐藤　晃優 城　　貴斗 上野　満央 奥村　海洋 坂口　健也 奥村　　廉

23 35 厚　生　Ｂ 森田　竜平 田中　将仁 樋口　大輔 武久　智彦 中河　勝志 濵田　慎史

24 38 伊勢港　Ｂ 谷口　洵哉 山下　恭史 森　　翔吾 北村　明彦

25 39 伊勢港　Ｃ 森川　純太 平松　　樹 西村　優弥 長谷川祥也

26 40 伊勢港　Ｄ 山川　大貴 森本　拓巳 廣垣　大志 山本　卓矢

27 41 伊勢港　Ｅ 由川　晃大 北村　直彦 中村　拓海 山谷　将大

28 42 伊勢港　Ｆ 間宮　渉吾 袖野　佑史 仲林　雅史 橋本　鉱平

29 44 小　俣　Ｂ 山中　慎稀 宇佐見　学 中西　拓海 山本　　侑 山川　聡大 奥田　力也

備考

4区 5区 補欠No. 1区 2区 補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

3区

出場選手 一覧表
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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 有松　　冴 伊藤　小織 松島　玲佳 岡田　綾乃 作野沙希菜 木下　美希

2 49 宇治山田商高Ｂ 向井　愛巳 世古　　和 作野　捺希 森田菜津紀 寺尾あや子 小久保晴加

第４部（中学校女子の部）
チーム名

1 2 厚　生 徳田　彩音 中村　伊織 中村　恵理 中村　幸菜 出口　真由 塩崎真奈美

2 3 伊勢宮川 内藤　響加 山根　芽衣 奥野　春菜 久保倉実里 辻　保奈美 森　　晴香

3 4 伊勢港 山下友理香 登　　静加 安西　香織 三浦　奏子

4 7 五十鈴 野口　幸恵 西田　有沙 早川　優海 田村　佳澄 齋藤　紫衣 西野　桃加

5 8 城　田 坂口　　茅 中田　栄美 中西はるか 前田安友美 原　　朋伽 東浦　那月

6 10 皇學館 西岡　　彩 西村　綾華 小岸　香菜 小倉　沙耶 小山　紗希 久保　遥加

7 12 二　見 松本　梨那 重本　理有 古川　真椰 佐藤　希帆 前田　亜耶 富岡真梨菜

8 13 御　薗 安井　稚菜 中西　真央 野呂　桃香 大西小希菜 大橋　七海

9 14 小　俣 伊藤　緩奈 中村　美穂 中村　夏妃 山下　奈央 柴田　　茜 東川　実央

10 15 南　勢 舌古　優花 佐藤　彩花 林　　珠里 岡　　朝子 西井加奈子 奥村　悠由

11 16 玉　城 小林恵梨子 大谷　愛乃 板倉　菜也 中西　琴音 永井咲也子 水野　里咲

12 17 度　会 山本　綺美 大西　美優 井戸本真衣 林　　実季 尾嵜　香奈 森本　真由

13 25 城　田　Ｂ 長岡　彩乃 角谷　風歌 中森　麻菜 倉井　　冴 小川　夢苗 野間　愛加

14 27 宮　川　Ｂ 廣　　舞佳 安藤　綾花 坂本　真佑 阿竹　麻衣 羽根　翔子 奥野　真由

15 30 伊勢港　Ｂ 伊藤　奈実 藤井　真子 世古　綾音 大西　柚季

16 31 伊勢港　Ｃ 日比　彩夏 中村　　楓 森田　里菜 野村　彩奈

17 32 伊勢港　Ｄ 西　つぶら 直江実千瑠 寺田　江花 前川架菜子

18 33 三　雲 西山　遥香 金谷　華奈 田中　杏沙 倉林　光莉

19 36 厚　生　Ｂ 石原安加里 梶原　瑠華 畠中　優衣 押田　　彩 迫本　紘奈 山村　琴音

備考

備考

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
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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 多気ＲＣ 中村　拓真 逵　　彰太 三輪　亮介 浜　　星哉 小林　俊介 中西　修司

2 2 一志Beast Ａ 大森　夢拓 岡本　翔也 山田　隼也 山田　拓磨

3 3 一志Beast Ｂ 西川　悠真 別所　竜弥 丸山　修矢 草野　澪也

4 4 厚生陸上ク 磯嶋　康平 井田　孝夫 森本　竜也 浦口　浩次 山田　輝希 高橋　　岳

5 5 佐八陸上ク Ａ 小池　雄也 奥田　　碩 奥本　将斗 山根　雅也 中西　俊介

6 6 佐八陸上ク Ｂ 来田　昌親 奥野　圭人 長谷川椋汰 山崎　博史 石井　将志

7 7 佐八陸上ク Ｃ 岡村　伊丸 山口　和輝 中野　　匠 中山　雄正 竹内　壮真

8 8 佐八陸上ク Ｄ 山本　　龍 平生　智也 中西　巧馬 川端　利紀 後藤　優季

9 9 佐八陸上ク Ｅ 小山　光暉 村林　　上 小林　悠大 山口　　蓮 川畑　優太

10 10 佐八陸上ク Ｆ 北村　勇人 宮木　大河 森　　達紀 明比　　瞭

11 11 南勢陸上ク Ａ 出口　創久 濱崎　優紀 藤村　祥太 長岡　宏樹 由川　琢也

12 12 南勢陸上ク Ｂ 安井　理矩 坂口　登河 梶野　　拳 中川　聖矢 早川　直樹

13 13 南勢陸上ク Ｃ 浅井　将平 石野　聖月 浜口　海征 山本　昇平 伊藤　文哉

14 14 南勢陸上ク Ｄ 山中　　匠 井本　暉也 玉木　諒秀 森田　裕介 宮田　侑典

15 15 南勢陸上ク Ｅ 松井　栄志 藤浪　涼雅 小寺　啓太 岩佐　澪音

16 16 北浜陸上ク Ａ 竹内　遼人 中川　航輔 中村　勇貴 三宅　　大

17 17 北浜陸上ク Ｂ 森田　　慶 天白　秀喜 高橋　大輝 堀川　拓海

18 18 北浜陸上ク Ｃ 井坂　琉那 濱口　航汰 廣山　智彦 丸山　怜音

19 19 北浜陸上ク Ｄ 堀内　星哉 中西　亮介 鈴木　奨平 中村　浩基 辰巳　　怜

20 20 南勢ＡＣ 喜多　海斗 東海　克也 前田　洸成 山本　大悟 久保　弘我

21 21 玉城陸上ク Ａ 中西　海斗 松田　啓佑 阿部　圭吾 桑垣内雄大 丹生　敏行

22 22 玉城陸上ク Ｂ 向井　優貴 宮原　遼也 中村　光希 湊川　　匠 刀根　治暉

23 23 松阪Jr陸上クＡ 高木　夏輝 田中　琢馬 吉田　貴一 大西　啓太

24 24 松阪Jr陸上クＢ 岩橋　新治 世古　和歩 丸山　穂高 沼田　大輝

25 25 松阪Jr陸上クＣ 竹内　啓人 本居　佑麻 竹内　秀成 宇野　耀介

女子の部
チーム名

1 31 多気ＲＣ 高山　瑞規 佐藤　瑞穂 下村　　宝 須田　有香 宮村　桃子 北川　　和

2 32 一志Beast Ａ 鈴木　　輝 中西　七海 印南妃奈乃 中村　巴南

3 33 一志Beast Ｂ 森藤　　凪 向出　夏生 前田　莉奈 中川　晴菜

4 34 一志Beast Ｃ 牛丸日花里 岩崎菜々子 岡田　翔名 山田　彩加

5 35 厚生陸上ク Ａ 前田　珠野 古尾　伊澄 山村　真穂 中川　詩織 青木　聖奈 古川　柚月

6 36 厚生陸上ク Ｂ 柴田　果歩 中川　未麗 成川　由真 橋本佳央理 中村　千咲 上田　愛莉

7 37 佐八陸上ク Ａ 中村　佳恵 阪井　若菜 浦田　恵瑠 稲田穂乃香 中川　真帆

8 38 佐八陸上ク Ｂ 山木　優佳 北村　穂月 北村　夕芽 菅生　萌未 坂本　未来

9 39 南勢陸上ク Ａ 奥田　文乃 西　亜香音 玉木　理菜 久野　美悠 鈴木絵莉花

10 40 南勢陸上ク Ｂ 佐々木結花 奥野　光里 星山　侑紀 松葉みなみ 西　こはく

11 41 南勢陸上ク Ｃ 熊野　真優 林　　薫乃 栂坂つぐみ 新田　夏美

12 42 南勢陸上ク Ｄ 井元　美月 川端あづさ 前田　彩音 中川　葉月

13 43 南勢陸上ク Ｅ 松井万里子 伊藤　　咲 佐々木愛理 中出　里央

14 44 南勢陸上ク Ｆ 五島　美空 井上　凌子 藤原　史織 堀内　美里

15 45 桃取小 濱口　佳子 斎藤　千穂 濱口　由依 清水亜莉沙 齋藤　佳恋 濱口　莉子

16 46 北浜陸上ク Ａ 三宅　可蓮 濱口　紫帆 中川　未悠 福田　彩華

17 47 北浜陸上ク Ｂ 中村　栄里 柿本　早紀 藤升　苑香 川邊　有紗 川邊　幸穂

18 48 南勢ＡＣ 光永　奈央 奥村　美月 稲葉　真緒 羽根ゆかり 城　　桃香

19 49 玉城陸上ク 森　　絵菜 松本優里奈 杉田麻莉奈 伊藤　瑞歩 水野　亜美

20 50 松阪Jr陸上クＡ 上村　美海 馬場　朱里 小林　由佳 坂本万梨亜

21 51 松阪Jr陸上クＢ 小林　美友 井島　未喜 大工保美波 藤井　瑶子

備考

備考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
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