
第４９回南勢地区駅伝競走大会 

第１９回南勢地区小学生タスキリレー大会 

 

競技時間 

 

９：３０ 小学生女子 

１０：１５ 小学生男子 

１１：００ 中学生男子  

１２：００ 中学女子   

１２：５０ 小学生友好レース（男女同時） 

１３：００ 中学生友好レース 

 

※ 開会式 開式通告・閉式通告とし、開会式・閉会式は行いません。 

※ 表 彰 各競技終了後、準備ができ次第表彰を行いますので入賞      

者（中学は代表１名・小学校は４名とも）及び区間賞（中

学のみ）該当者は表彰控え場所に集合してください。 

 

※招 集 スタート１０分前にスタート地点（２区以降は中継所）

で行います。ナンバーカードを確認してもらってくださ

い。１区はタスキを持参すること。 



※ウォーミングアップ  投擲場を使用してください。なお、９：

２０までは補助競技場内でのアップも許可します。旧補

助競技場は工事中のため使用できません。 

※スタート位置 くじ引きで決定します。 

※応援場所 補助競技場内での応援を許可します。競技進行の妨げ

にならないよう十分に注意して応援してください。トラ

ック内への進入はできません。 

      また、メイン競技場周回コースでの応援はスタンドか

らのみとします。コース内には役員・選手以外立ち入ら

ないようにしてください。 

※チームベンチ 補助競技場内のフェンス際、メイン競技場のメイ

ンスタンドコンコースまたは五十鈴公園内を使用してく

ださい。 

※駐輪場 自転車は北広場入口駐輪場を使用してください。 



第49回 南勢地区駅伝競走大会

男子
チーム名

1 1 倉田山 古川　航成 (2) 菊永　拓夢 (2) 大西　健心 (2) 児玉　友輝 (2) 奥田　聖也 (2) 川嶋　　亮 (1)

2 2 厚　生 中西　琉貴 (2) 横山　そら (1) 大野　雅翔 (2) 西川　陽登 (2) 山本倫太郎 (1)

3 3 伊勢宮川 南　　光汰 (1) 西尾瑠偉人 (2) 谷崎　　光 (2) 立花　　陽 (2) 加島　伶隆 (2) 大川　慶也 (2)

4 5 豊　浜 小川翔太朗 (2) 宮本　拓武 (1) 山下　晃槻 (2) 中辻　健斗 (1) 松嶋　飛旺 (2)

5 6 北　浜 川邊　羽琉 (2) 辻井　淳平 (1) 中川　陽司 (2) 柴田　颯也 (2) 辻　　光正 (1) 武藤　柊宇 (2)

6 7 五十鈴 山出　涼太 (1) 小村　涼斗 (1) 岡村　卓磨 (1) 中田健太郎 (2) 泉　　雄太 (2) 山邉　悠斗 (2)

7 8 城　田 金田京示朗 (2) 中山　竣介 (1) 中西　洸太 (2) 萬　　海翔 (2) 田畑　羽琉 (2) 山本　政汰 (2)

8 9 神　戸 林　　賢伸 (2) 松本　歩輝 (2) 堤山　　航 (1) 大泉　友雅 (2) 小林　洋音 (2) ラレス研持 (2)

9 10 大　木 山中　航太 (1) 田中　禮悟 (1) 淺野　　孔 (2) 鈴木陽々希 (2) 竹内　　優 (2) 山中　拓大 (1)

10 11 神戸Ｂ 神野　大智 (1) 小岐須　健 (1) 川畑　裕夢 (1) 小林　信貴 (1) 川久保　潤 (2) 杉﨑　悠大 (2)

11 12 二　見 姫子松由都 (2) 荒田　成臣 (2) 山崎　楓斗 (3) 井瀬虎之介 (2)

12 14 小　俣 岩本　嵩己 西村竜之介 森田　隼矢 鈴木　宗治 鈴木　大智 中島　迅帝

13 16 玉城Ａ 橘　　立志 (2) 高橋　　心 (2) 松尾　灯朗 (2) 近藤　皓星 (2) 近藤　隆星 (2) 川口　英二 (2)

14 21 豊浜Ｂ 土面晴太郎 (2) 北村　海澄 (1) 中井　颯良 (2) 中西　太洋 (1) 村井　陽斗 (1)

15 22 豊浜Ｃ 村林　快音 (2) 荒木田　州 (1) 鈴木　颯真 (1) 中山　雅貴 (2) 荒木　翔瑛 (2)

16 23 城田Ｂ 池山　紘哉 (2) 中山　裕貴 (2) 山本　遼太 (2) 松本　和真 (2) 田畑　羽琉 (2) 山本　政汰 (2)

17 24 城田Ｃ 上山　翔輝 (2) 尾上　朔哉 (2) 新谷　真央 (2) 向井　麗弥 (1) 平田　颯太 (2) 岩尾颯太郎 (2)

18 25 城田Ｄ 岡田　蒼也 (2) 深川　博成 (2) 福田奏比呂 (1) 堀江　海翔 (2) 平田　颯太 (2) 岩尾颯太郎 (2)

19 30 厚生Ｂ 野島　清盟 (1) 玉井　健翔 (1) 世古　優哉 (1) 見置　　空 (2) 掛橋宏太朗 (1)

20 33 伊勢宮川Ｂ 梅田　琉聖 (2) 松田　　宗 (2) 廣垣凜太郎 (2) 島田　慎平 (2) 加島　伶隆 (2) 大川　慶也 (2)

21 38 玉城Ｂ 松田　弐皐 (1) 松田　蒼生 (1) 阪口　晃大 (1) 竹郷　壱咲 (1) 大西　爽太 (1) 曽根　大翔 (2)

22 39 玉城Ｃ 池山　北斗 (1) 高木　真尋 (1) 松田　詢大 (1) 宮田　頼馬 (1) 大西　爽太 (1) 曽根　大翔 (2)

23 40 二見Ｂ 萩原　幸星 (1) 山川　　陽 (1) 中北　恭輔 (2) 濱口　朝飛 (2)

女子
チーム名

1 1 倉田山 南平　由妃 (2) 岡野　美結 (2) 小寺　梨央 (2) 井田乃々夏 (2) 西口　　心 (2) 西村　春香 (1)

2 2 厚　生 前田　瑞伽 (1) 大門　さち (2) 藤井　愛美 (2) 荒木　　杏 (2) 高木　杏菜 (2)

3 3 伊勢宮川 荒木　美玲 (1) 松本　夢輝 (1) 倉野　亜唯 (1) 山本　怜亜 (2) 上田　文菜 (1) 濱地　空羽 (2)

4 5 豊　浜 奥野羽衣音 (2) 佐々木悠花 (2) 森田　姫加 (2) 辻井　麻矢 (2) 中村　架保 (1) 吉岡　杏音 (1)

5 6 北　浜 村井　　萌 (1) 佐々木麦乃 (1) 濵口　星乃 (2) 中村　美月 (2) 濵口　七星 (1) 大島　綺海 (1)

6 7 五十鈴 井面　瑞稀 (1) 濱田　　凜 (2) 泉　　心菜 (1) 西岡穂乃佳 (2) 伊豆　美礼 (2) 石谷　実希 (2)

7 8 城　田 宮端　陽風 (1) 池山　実侑 (2) 山本紗々流 (1) 中川　和奏 (2) 中川　心愛 (1)

8 9 神　戸 北村　彩菜 (1) 矢田　楓子 (1) 豊田真奈美 (2) 亀井　陽菜 (2) 豊田　芽以 (2) 山路　彩乃 (2)

9 10 大　木 竹内　ゆい (1) 青江由珠葉 (1) 山中　　涼 (1) 柚原　萌里 (1)

10 12 二　見 近藤　有華 (2) 濱口紗有葵 (1) 近藤　百華 (2) 宮端　柚璃 (2)

11 14 小　俣 角田りい沙 山上　仁愛 稲垣　七星 吉岡　悠羽 鈴木　美怜 福田　　碧

12 16 玉　城 松本　佳苗 (1) 櫻井　萌絵 (2) 里中　綾菜 (1) 岡田　紗和 (1) 長谷川瑠海 (1) 田所　　桃 (1)

13 23 城田Ｂ 宮本　梨沙 (1) 長澤　由琳 (2) 坂口　結衣 (1) 小林　聖奈 (2) 中川　心愛 (1)

14 35 五十鈴Ｂ 牧井　砂樹 (2) 成川　　恋 (2) 坂口　萌衣 (2) 田浦　芽衣 (2) 伊豆　美礼 (2) 森本　愛奈 (2)

15 40 二見Ｂ 橋本　実侑 (1) 奥村　柚乃 (1) 強力　央香 (1) 玉村瑚々奈 (1)

補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区



第19回 南勢地区小学生タスキリレー大会

男子
チーム名

1 1 厚生ＡＣ 辻　　秀太 小林　勇斗 畑上　　蓮 稲葉　　諒 井川　稜斗 森下　陽太

2 2 内城田ＳＣ 津村　公翔 福井　晴渡 三浦　　響 奥本　悠介

3 3 南勢陸上クＡ 垣内　太陽 村田　陽音 小林　煌永 西山　空良 岡野　翔大 北村　隼人

4 4 南勢陸上クＢ 北井　千景 山崎　大雅 岩本　悠希 松月　秀斗 岡野　翔大 北村　隼人

5 5 南勢陸上クＣ 北井　利空 松崎　圭冴 安田　英玄 玉村琉之介 岡野　翔大 北村　隼人

6 6 JAC EASTＡ 橋本　早右 中川　綾人 下社　侑来 榮倉　悠都 出口　嵐丸 山本　陸仁

7 7 JAC EASTＢ 種生　一斗 大西　俊介 中村　玲音 松林　希竜 荒木　結翔 東　　琉空

8 8 宮川Jr陸上 野呂　大和 立花　　悠 大川　倭生 高羽　　滉 福井　幹久 鈴木　耕平

9 9 北浜陸上ク 中西　世羅 河北　　蓮 中西　世羅 西村　空菜 森下　隼太 安井　琉真

10 10 ﾁｰﾑG松陸 瀬古　雄大 小林　義央 山本　啓太 加藤　結羽 塩崎　俊希

女子
チーム名

1 1 厚生ＡＣ 竹内　　澪 八田　奈緒 中川　理歩 阿部　茜里 里村ひなの 藤井　　遥

2 2 内城田ＳＣ 中村　晴香 岡村　柊那 竹内　里雛 谷貞愛姫奈 杉本　琴美 山本　真央

3 3 南勢陸上クＡ 西嶋　和奏 松本　美紅 荒木　花梨 藤倉なをり 川合　希良 伊藤　千恵

4 4 南勢陸上クＢ 太田美唯菜 西岡真菜夏 山本　二瑚 太田ひより 川合　希良 伊藤　千恵

5 5 南勢陸上クＣ 島谷　紗幸 奥井　　凜 福田　萌乃 鈴木　希空 宮西　真央 武田　絵那

6 6 南勢陸上クＤ 楠　菜優花 有竹陽菜詩 中井　遥香 山本　萌香 宮西　真央 武田　絵那

7 7 JAC EAST 中村　莉心 家田　梨杏 岡村　心美 礒田姫乃音 礒田菜々音 出口　菜穂

8 8 宮川Jr陸上 平松　絵美 山本　彩愛 濱畑　朱華 森　あかね 井上　那月 林　　帆花

9 9 北浜陸上ク 粟田　胡虹 山中　千佳 中川　実來 小倉　璃子 中田さくら 山口　真央

補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区 補欠 補欠

No. 1区 2区 3区 4区


