
番号 所属 監督 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
1 桑名 向井　俊哉 横井　恵介 中村　洋輔 澤田　恭平 佐藤　公治 吉田　祥吾 高井孝二郎 服部　憲和
2 桑名工 加藤　英紀 勅使川原一希 山内　裕貴 平野　秀典 森　　　涼 菅井　　将 加藤　裕也 千種　紹弘
3 四日市 有川　達郎 大森　康平 中村　一貴 坂倉　史健 川崎大治郎 米川　航平 水谷　浩人 越田　雄樹
4 四日市南 小川　裕之 田中大二朗 橘髙祥太郎 内藤　健太 森口　聖将 山﨑　陽介 松田　靖幸 田中　涼介
5 四日市工 宮田藤志次 藤田　涼司 濱本　　学 原　　卓哉 中村　祐太 谷﨑　晃司 中村　拓斗 佐久間祐也
6 四中工 川口　　厚 水谷　元気 奥野　貴史 石崎　裕基 鈴木　幸洋 本田　琢人 中村　圭佑 白根　武瑠
7 海星 松原　正樹 齊藤　岳之 岡嶋　佑京 寺本　卓弘 小林　平和 川村　英之 星野　央貴 岡部　航大
8 川越 豊田　佳人 長江　拓也 田中　宏弥 犬飼　敦貴 南川幸多郎 町田　　亘 杉野　一樹 藤田　　秀
9 神戸 一見　正尚 石坂　健太 川上　裕斗 黒田　祏典 民谷　駿太 髙橋　　基 野村　昌稔 藤森　　匠
10 稲生 坂元　　均 櫻井　翔太 荒牧　大輝 大山　竜矢 伊藤　俊介 長谷川凌祐 藤田　優太 岡田　聖也
11 鈴鹿 森　　　誠 橋本清太郎 松井　晴之 福岡　　淳 稲川　諒和 藤脇　貴士 田上優大華 熊澤　卓哉
12 津 行方　　保 小林　魁斗 坂本　敦勇 取出　欣也 岩口　周平 行方　宏介 山本　裕也 辻　　俊樹
13 津西 堀川　直哉 前川　俊祐 東山　博哉 武藤　宏記 鵜飼　真士 片岡　　将 青木　康二 宮地　巧真
14 津東 川合　正貢 林　　大貴 垣内　穗高 田中　幹人 田中　健太 古市　裕貴 岡安　嵩也 向井　康晃
15 津工 原口攻一郎 後藤　勇哉 平田　航規 川口　崇史 若浪　大希 和手　佑太 大野　公詳 坂口　拓也
16 津商 中西　栄二 太田　昌希 尾崎　慎也 森川誉士史 上村　健次 三谷　達哉 市野　泰地 三谷　武司
17 高田 乙部　公伸 鶴間　大貴 北川　祐也 有瀧　　壮 加藤　誠也 青　　観介 勝谷　将紀 山口　真也
18 日生第二 石飛　和博 福本　成冶 羽柴　裕太 石井　秀一 今野　智章 木村龍一郎 上冨居大介 佐川　知久
19 三重 成瀬美代子 宮原　秀輔 中西　　涼 服部　峰祥 近藤　　充 高尾　将平 喜田川智亮 田口　隆太
20 相可 松田　伸彦 垣本　　顕 三谷　祐太 中西　慶博 大野　崇斗 佐藤　　豪 古田　政輝 世古　克則
21 南伊勢 山本　浩武 喜田　昌兵 西浦　　稜 小林　　誠 楠木　笙也 岩森　健哲 小鷺　雅人 中山廉太郎
22 宇治山田 杉山　和寛 中井　将暁 井上　　宗 花井　健吉 中村　捺希 谷川原秀和 高須　雄佑 飯田　健太
23 伊勢工 藤浪　　仁 松田　峻輔 白記　　翼 伊藤　正継 齋藤　靖典 中川　幸彦 北村　晃啓 亀田　裕也
24 宇治山田商 山本　　顕 角谷　　寛 池山　佑斗 大田　悠人 早川　政伸 森田　悟司 高瀬　大貴 濱口　隆翔
25 皇學館 出口　鏡子 松本　智希 前田　雄希 山下　拓也 寺田　憲弘 池田　純樹 天野　　曜 吉田　卓馬
26 上野 田中雪太郎 加藤　大達 落合　伸陽 東本　秀人 青木　勇佑 福森　亮太 今井　　将 奥中　亮介
27 上野農 渡部　浩史 青木　悠徒 久保　真司 梅澤　靖幸 石上　驚聖 仲村　正成 森本　航大 山下　　敏
28 上野工 町野　英二 松本　賢太 飯尾　真走 松谷　公靖 田中　勝大 柿本　崇志 中村　匠吾 久保田健太
29 名張桔梗丘 上林　真介 辻野　裕斗 川本　剛大 鈴木　新星 松村　修太 谷辻　凌也 鈴木　大貴 櫻井　涼二
30 名張西 平井　裕司 河　　拓弥 中山　優豊 井上　宗治 吉岡　剛司 森脇　悠平 川合　拓実 藤本　恭典
31 尾  鷲 垣内　元宏 相馬　知典 小椋　伊織 藤田　京平 濱地　啓祐 藤田　宗平 伊勢谷耕平 野田　侑希
32 鈴鹿高専 舩越　一彦 黒田　和良 松岡　篤史 竹内　英介 藤井　直人 山岡　裕太 森　　啓太 三浦　壮介

番号 所属 監督 1区 2区 3区 4区 5区
1 桑名 向井　俊哉 愛敬　麻矢 稲垣志保里 濱路　祐未 蛭川　詩織 石川　可奈
2 四日市 有川　達郎 眞野　果林 伊藤　かな 吉川　沙綾 小林　由依 谷口　友美
3 四日市南 西山　　俊 細川　　愛 馬込　沙季 矢田さおり 齋田　美紀 橋本紗里南
4 四日市四郷 加藤　芳樹 佐藤　佑美 藤田麻耶子 伊藤　里菜 谷　　朋香 森井まりな
5 四日市商 水野　智正 多田　江里 栗本　実季 川村美紗登 萩　　綾乃 山中　英里
6 川越 豊田　佳人 田木亜梨沙 草薙　結衣 池畑　早紀 貝梅　由依 伊藤　萌枝
7 神戸 一見　正尚 田仲　沙伎 益田　穂高 関戸　由貴 山本　英莉 森　安莉沙
8 津 山口　浩央 笠井　　優 市川　由麻 武富可南子 前田真里奈 堤　　えり
9 津西 堀川　直哉 丸田みさと 藤岡みのり 家木　千夏 吉川　真理 佐脇　里穂
10 津東 川合　正貢 小林　瑞穂 北村　有希 奥山さつき 出口ほのか 山崎　　南
11 津商 古保　達也 小川　記代 山内　晴賀 伊藤　ふき 川北ほなみ 打田　理紗
12 高田 岡田　陽子 北野亜紗実 三村　有葉 小林　紗知 東口佑圭理 川合　麻友
13 三重 成瀬美代子 稲生　千紘 豊永　　愛 長谷川由衣 中野　真紀 角谷　知子
14 宇治山田商 山本　　顕 岡村弥那美 森田菜津紀 野田　貴恵 寺尾あや子 有松　　冴
15 上野 長屋　憲明 関　亜由美 城島　　咲 足立　恵里 上田　祐実 石川　加奈
16 上野商 池村真由美 中住江里加 川島　早智 鈴井　麻希 古澤　紀子 西尾　　咲
17 名張桔梗丘 上林　真介 坂本　美穂 福村　真依 澤田　　光 奥井　美樹 小林　由佳
18 鈴鹿高専 舩越　一彦 油田　笑美 小畑　睦美 庄司衣友弓 笹山真由華 高溝　千広

男子　第59回三重県高等学校駅伝競走大会

女子　第23回三重県高等学校駅伝競走大会


