
第 41 回 南勢地区駅伝競走大会 ナンバー割当表 

第 11 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 19 日（水）までに、申込フォーム変更欄に入力のうえ、申込アドレスに送信して

ください（変更部分だけでなく、全ての走順を入力してください）。 

 走順変更はエントリー選手内で行ってください。 

 1 月 19 日（水）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。 

※ 走順は、受け付け時点のものであり選手変更は反映されておりません。 



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 ＳＴＲＴ 谷口　雄真 松田　洋八 野村　竜作 江藤　公則 岩崎　充宏 中川　典夫

2 2 宇治山田商高 山本　拓音 前川　　守 筒井　勇仁 寺田　友紀 豊田　啓貴 野村　康太

3 3 三重高 山村　隆希 藤本　健太 岩森　伶央 中脇　一希 大澤　卓巳 田中　貴大 中村　知紘

4 4 伊勢工高Ａ 橋本　佳樹 仲林　　秀 荒木　健介 山口　貴弘 磯﨑　航誓 野呂　善基 西口　大樹

5 5 伊勢工高Ｂ 川口　翔平 渡部　大志 中西　　陸 中村光太郎 三浦　健太 野呂　博基

6 6 伊勢高 岩崎　暸介 岡田　和磨 長岡　俊介 中西　祥太 岨野　良亮 松岡　健介 坂下　　豪

7 7 皇學館大 山岡　卓弥 池田　純樹 山中　章裕 村田　稔幸 山口　真也

8 8 ラン・ホリック 安立　　俊 木村　浩久 羽根　正樹 山南　好弘 小原　裕司 錦　　幸伸

第２部（中学校男子の部）
チーム名

1 1 倉田山 古尾　勇太 長岡　宏樹 野村　智也 村上　博紀 大西　崇仁 世古　晶太

2 2 厚　生 鈴木　悠大 向井　健太 小川　雄大 濵田　慎史 中村　天馬

3 3 伊勢宮川 山田　脩人 小池　雄也 下川　純輝 野村　拓也 山口　将史 村上　　輝

4 4 伊勢港 由川　琢也 北村　直彦 中村　拓海 由川　晃大

5 5 豊　浜 梶野　達矢 加田平巧夢 佐々木友哉 大仲　雄詞 木田　　周 竹内　颯駿

6 6 北　浜 天白　秀喜 濱口　航汰 中村　勇貴 三宅　　大 河村　俊成 堀内　星哉

7 7 五十鈴 小澤　俊仁 森　陽一朗 林　　時生 濱﨑　優紀 山本　智喜 紋谷　朋樹

8 8 城　田 中西　大樹 中西　亮輔 中田　和樹 野口　雅智 山中　研人 大橋　裕基

9 9 久　保 北岡　幸弥 嶋岡　嘉章 荻田　聖也 十市　敬太 田端　　蓮 平井　亮我

10 10 和　具 濱口　英流 伊藤　厚太 岩城　辰吉 城山　凌也 磯和　将行 平賀　大智

11 12 二　見 竹内　幸熙 水上　皓平 小林　拓弥 中野　裕介 植松　大聖 江川　大揮

12 14 小　俣 東　　海滋 後藤　誠弥 世古　拓也 瀨木　賢汰 山川　聡大 中西　拓海

13 15 南　勢 大畑　敦彦 上野　満央 村田幸二朗 佐藤　晃優 林　　将平

14 16 玉　城 阪口　敬介 佐野　緒息 牛江　颯斗 小林　春紀 田垣　敬也 平生　恵佑

15 17 度　会 枡田貴理丸 竹内　佑斗 御村　一至 林田　涼雅 山本　誠也 中西　将浩

16 21 三　雲 河合　　駿 伊藤　　亨 舘　　直希 長門　響紀 枝川　大輝 西川　拓真

17 22 三　雲　Ｂ 松﨑　巧真 河合　祐二 奥野　　幹 野口　陽史 板崎　　颯 橋本　将伍

18 25 玉　城　Ｂ 松本　京介 井原龍之介 林　　貴久 出口　　創 寺前　周弥 村林　寛隆

19 26 玉　城　Ｃ 村林　靖弘 中川　航貴 野口　龍汰 坂口　悠輔 柳瀬　楓也

20 27 厚　生　Ｂ 中西　勇樹 山口　泰史 鬼頭　一樹 樋口　大輔 奥野　玲央

21 28 厚　生　Ｃ 下地悠大朗 瀬戸上　晶 中村　凌真 石井　拳悟 北村　航大

22 29 厚　生　Ｄ 日比　和音 春木　大地 上田　隼也 小林　将也 森本　竜也

23 30 伊勢宮川Ｂ 来田　昌親 大河内雄登 山下　圭太 尾崎　翔大 奥田　　碩 小山　光暉

24 31 南　勢　Ｂ 坂口　健也 城　　貴斗 瀬古　陽平 奥村　　廉 濱口　友稀 喜多　海斗

25 32 豊　浜　Ｂ 矢形　健人 中村　竜基 奥田　健斗 中西　信仁 中村　有志

26 38 伊勢港　Ｂ 北村　明彦 山本　昇平 中川　聖矢 吉田　優樹

27 39 伊勢港　Ｃ 大野　海音 橋本　紘平 山下　恭史 森本　拓巳

28 40 伊勢港　Ｄ 平松　　樹 澤村　一八 仲林　雅史 森川　純太

29 41 伊勢港　Ｅ 加藤　　駿 南　　哲平 石原　俊樹 廣垣　和志

出場選手 一覧表

補欠

3区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
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第３部（一般・高校女子の部）
チーム名

1 50 伊　勢 向井　詩織 角前　温子 山口　彩詠 出口和佳奈 木下　　唯

第４部（中学校女子の部）
チーム名

1 1 倉田山 玉木　若菜 奥田　文乃 古川　紗也 大西　　陽 古川　結衣 保田真里奈

2 2 厚　生 中屋　陽妃 押田　　彩 山村　琴音 石原安加里 畠中　優衣 山村　真穂

3 3 伊勢宮川 内藤　響加 廣　　舞佳 中村　佳恵 安藤　綾花 中村　千咲 奥野　真由

4 4 伊勢港 寺田　江花 前川架菜子 鈴木絵莉花 山下友理香

5 6 北　浜 岡村亜里沙 竹本　百花 三宅　可蓮 濱口　紫帆 有田帆乃香 福田　彩華

6 8 城　田 中西はるか 中川真由香 東浦　那月 倉井 　冴 成川　由真 丑田沙智花

7 14 小　俣 中村　夏妃 東川　実央 中西　京香 鈴木　沙織 中井　智加

8 15 南　勢 舌古　優花 佐藤　彩花 岡　　朝子 澤村寿美代 久保　舞由 田岡りおん

9 16 玉　城 森　　絵菜 板倉　七帆 中西　琴音 小林恵梨子 新谷　彩香

10 25 城　田　Ｂ 平生　唯衣 堤　　萌恵 網野　成華 戸上　　央 松山　日向 青木　莉那

11 26 玉　城　Ｂ 原　　柚生 宮本　璃子 飯嶋あかり 刀根　舞華 中東　香

12 27 宮　川　Ｂ 山根　芽衣 阪井　若菜 奥野　春菜 久保倉実里 藤田亜友美 稲田穂乃香

13 30 伊勢港　Ｂ 直江実千瑠 中川　紗弥) 西　つぶら 川端あづさ

14 31 伊勢港　Ｃ 西　こはく 中川　葉月 吉樂有里奈 前田　彩音

15 33 三　雲 西山　遥香 中村　紋子 奥田　結香 金谷　華奈 倉林　光莉 上山　星香

補欠 補欠No. 1区 2区 3区 4区

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠 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 出崎　翔汰 山本　知輝 岡野　稜平 平賀健太郎 奥田　玲夢 村井　駿太

2 2 一志Beast 勝田　悠斗 長谷川竜希 草野　澪也 西川　悠真

3 3 ＳＭＡＣ陸上ク 坂本　大真 三輪　洋侑 田中　　仁 上野　翔貴 河俣　和哉 中村　宗真

4 4 多気ＲＣ Ａ 中村　拓真 小林　俊介 逵　　彰太 鳥尾　宏樹 北出　和大

5 5 多気ＲＣ Ｂ 村内　大輔 井田　　昴 深谷　喜基 坪井　裕稀 逵井　崇登

6 6 多気ＲＣ Ｃ 山本　啓太 永田　快杜 高法田竜司 小島　裕生

7 7 松阪Jr陸上ク Ａ 竹内　啓人 田中　琢馬 西村　勇紀 小濱　大和

8 8 松阪Jr陸上ク Ｂ 大西　啓太 竹内　秀成 本居　佑麻 泉谷　充希

9 9 松阪Jr陸上ク Ｃ 宇野　耀介 山下　航輝 上山　紘輝 山口翔太郎 佐波　克則

10 10 松阪Jr陸上ク Ｄ 山本　大地 伊藤　敏康 中西　航輝 駒田　楓太 中藪　圭祐

11 11 南勢陸上ク Ａ 藤村　祥太 坂口　登河 安井　理矩 山路　健右

12 12 南勢陸上ク Ｂ 石野　聖月 植村五輪人 上村　泰希 加藤　昂星

13 13 南勢陸上ク Ｃ 前川　斉幸 玉木　諒秀 山中　　匠 森田　裕介

14 14 南勢陸上ク Ｄ 川端　涼太 伊藤　　悠 井本　暉也 松井　栄志

15 15 南勢陸上ク Ｅ 東側　　新 野間　大貴 世古　哲也 下司玲央奈

16 16 南勢陸上ク Ｆ 箕成　　響 岩佐　澪音 小寺　啓太 藤浪　涼雅

17 17 南勢陸上ク Ｇ 鹿海　康介 城山　奨依 大野　航希 石原　颯騎

18 18 佐八陸上ク Ａ 山本　　龍 村林　　上 石井　将志 平生　智也 樋口　雄亮

19 19 佐八陸上ク Ｂ 柳生　渚生 明比　　瞭 川端　利紀 北村　勇人 浜口　稔希

20 20 佐八陸上ク Ｃ 宮木　大河 森　　達紀 中西　俊介 中村　京平 岡田　公陽

21 21 佐八陸上ク Ｄ 竹内　壮真 東村　侑一 小林　悠大 川畑　優太 鈴木　　超

22 22 佐八陸上ク Ｅ 岡　　祥也 久保倉佳吾 中山　浩斗 宇田　宙生 清水　勇作

23 23 佐八陸上ク Ｆ 東浦　広汰 坂本　亮貴 山本　　敬 村上　元紀 山下　　翔

24 24 玉城陸上ク Ａ 中西　海斗 松田　啓佑 湊川　　匠 向井　優貴 鈴木　颯一

25 25 玉城陸上ク Ｂ 阿部　圭吾 野呂　惇人 松田　知大 中村　光希 石橋　真心

26 26 玉城陸上ク Ｃ 増井　　結 高瀬　宥和 寺前　　陸 信澤　　舜 東谷　憲太

27 27 玉城陸上ク Ｄ 松田　竜斗 齊藤　勇馬 森本　将光 村林　正規 磯野　大介

28 28 北浜陸上ク Ａ 井坂　琉那 丸山　怜音 辰巳　　怜 濱千代啓斗 岡村　拓人

29 29 北浜陸上ク Ｂ 松岡　優斗 中村　浩基 中川　　雅 上野　航汰 山下　敬都 竹内　佳音

女子の部
チーム名

1 1 厚生ＡＣ Ａ 中川　未麗 前田　珠野 古尾　伊澄 中村みのり 中川すみれ 橋本　佳奈

2 2 厚生ＡＣ Ｂ 東端　日菜 中村　千咲 小久保里紗 久保　梓紗 谷口　花歩 松岡　里咲

3 3 一志Beast 中西　七海 元井　理緒 牛丸日花里 印南妃奈乃

4 4 ＳＭＡＣ陸上ク 二宮　　愛 中西　優月 上野　真歩 井上　真希 中村　瑳里 中村　葉月

5 5 多気ＲＣ 宮村　桃子 須田　有香 北川　　和 逵井　琴子 鎌倉萌々花

6 6 松阪Jr陸上ク Ａ 小林　由佳 坂本万梨亜 池野みさき 村田　有唯

7 7 松阪Jr陸上ク Ｂ 井島　未喜 小林　美友 藤井　瑤子 吉田　　茜

8 8 松阪Jr陸上ク Ｃ 松下　芽生 山田明日香 大槻　美瑛 福山明日香

9 9 南勢陸上ク Ａ 奥田　幸弓 佐々木結花 仲林　　唯 奥野　光里

10 10 南勢陸上ク Ｂ 中西　梨乃 佐々木愛理 玉木　理菜 世古口奈々

11 11 南勢陸上ク Ｃ 久野　美悠 長岡　莉湖 梶野　　杏 二見　百香

12 12 南勢陸上ク Ｄ 前村　絢音 西田　舞衣 松永妃那子 松井　　悠

13 13 南勢陸上ク Ｅ 藤原　史織 松井万里子 堀内　美里 辻村　菜都

14 14 南勢陸上ク Ｆ 林　　幸穂 天羽　亜衣 野崎日向子 加藤　菜未

15 15 佐八陸上ク Ａ 下川　莉乃 坂本　紗也 北村　夕芽 西　菜那恵 倉野　　栞

16 16 佐八陸上ク Ｂ 山木　優佳 北村　穂月 坂本　未来 中村　満帆 山口友里華 倉野　　紋

17 17 佐八陸上ク Ｃ 名古萌々果 北村真梨奈 清水　夏名 山本　凛華 山根　希晴

18 18 玉城陸上ク 水野　亜美 尾崎　里奈 里中　未来 木村　十和 内田　実来 東　　琳香

19 19 北浜陸上ク Ａ 柿本　早紀 辻　　有咲 中川　未悠 藤升　苑香

20 20 北浜陸上ク Ｂ 三宅　　花 天白　真衣 戸上　栞那 辻　きらら 石神　芹奈

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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