
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

※選手変更に関して

○ 平成25年1月17日（木）19時まで

　　登録選手内での選手変更可能

○ 平成25年1月17日（木）19時以降、スタート時刻30分前まで

　　補欠選手との変更可能（区間変更は認めない）

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



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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