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ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名 ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名

1 9410 玉木　さら 宇治山田商高 1 9402 舘　由希瑛 いなべ総合学園高

2 9421 久保田　志歩 津西高 2 9417 市川　巴菜 津高

3 9409 奥野　伶奈 宇治山田商高 3 9426 門　和奏 津東高

4 3182 小林　俊成 明和町 4 3301 山本　高司 川越町

5 3104 山田　大輔 愛知県 5 3282 水谷　幸司 桑名市

6 3239 中山　健史 伊勢市 6 3281 松本　洋光 津市

7 9512 佐藤　榛紀 正和中 7 9567 金尾　凌太 亀山中部中

8 9514 山口　史朗 光陵中 8 9546 伊藤　瑠威 白鳥中

9 9513 長谷川　侑生 光陵中 9 9600 小山　拳志 三雲中

10 9515 水谷　柊斗 光陵中 10 9544 眞弓　諒也 白鳥中

ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名 ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名

1 9412 三宅　月 宇治山田商高 1 9403 渡邉　美奈 いなべ総合学園高

2 9408 辻　有咲 宇治山田商高 2 9405 坂下　優衣 いなべ総合学園高

3 9411 辻　歩理 宇治山田商高 3 9404 市川　紗衣 いなべ総合学園高

4 4012 近藤　正二 静岡県 4 3166 河瀬　大樹 伊勢市

5 2125 井坂　僚介 伊勢市 5 3185 小松　正史 伊勢市

6 2242 秋山　誠道 岐阜県 6 4232 玉木　正彦 伊勢市

7 9531 染井　裕貴 内部中 7 9605 野田　怜臣 三雲中

8 9522 山本　練 多度中 8 9597 岸野　壮汰 一志中

9 9525 横山　雄也 四日市南中 9 9506 雨澤　優太 YｳｴﾙﾈｽC

10 9618 見置　蓮音 厚生中 10 9643 中條　翔貴 城田中

ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名 ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名

1 9401 柴田　万里奈 いなべ総合学園高 1 9428 杉坂　綾乃 津東高

2 9429 田中　瑳紀 津東高 2 9423 山本　奈津 津西高

3 9413 古橋　佳歩 桑名西高 3 9406 渡邉　茉奈 いなべ総合学園高

4 4259 中村　正仁 鳥羽市 4 2168 佐田　雄一 玉城町

5 4280 羽根　正樹 伊勢市 5 4254 仲野　新一郎 亀山市

6 5243 山口　直人 伊勢市 6 3187 齋藤　求 伊勢市

7 9502 坂本　翔伍 YｳｴﾙﾈｽC 7 3133 岩岡　徹 四日市市

8 9532 金森　湧大 内部中 8 9617 佐藤　一輝 厚生中

9 9626 森下　楓 伊勢宮川中 9 9596 籾木　敬多 一志中

10 9632 髙橋　陸斗 北浜中

ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名 ﾚｰﾝ ナンバー 氏名 所属名

1 9416 山田　実穂 津高 1 9419 宮崎　愛海 津高

2 9418 武田　真奈 津高 2 9430 明石　佳奈 津東高

3 9407 中村　日菜 宇治山田高 3 9414 北山　理央菜 志摩TFC

4 9420 牧野　有紗 津高 4 9415 森　立夏 津高

5 9427 北井　志和 津東高 5 9422 佐々木　陽菜 津西高

6 9425 中澤　七海 津西高 6 9424 篠原　千夏 津西高

網掛けは一般の部の選手です
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5ｋｍの部

9列目以降

ナンバー 氏名 所属名 ナンバー 氏名 所属名

9540 澤井　泰輝 白鳥中 9620 山田　亮太 厚生中

9695 小林　楽叶 志摩中 9690 岩本　嵩己 小俣中

9625 川合　拓斗 伊勢宮川中 9584 鷲見　俊也 南が丘中

9583 島田　晃希 南が丘中 9547 今立　朝斗 白鳥中

9503 坂本　滉斗 YｳｴﾙﾈｽC 9521 水谷　暢孝 多度中

9553 萩　大輔 白鳥中 9533 橋本　太一 内部中

9633 加納　歩輝 北浜中 9615 古川　航成 倉田山中

9594 髙間　光 一志中 9628 大川　慶也 伊勢宮川中

9676 松山　昂平 五十鈴中 9591 川又　悠生 南が丘中

9585 中井　遥斗 南が丘中 9688 奥村　陸人 小俣中

9582 喜多　悠真 南が丘中 9621 大野　雅翔 厚生中

9611 尾上　裕喜 倉田山中 9604 中村　匠 三雲中

9552 鍋島　常喜 白鳥中 9613 大西　健心 倉田山中

9565 藤本　拓弥 千代崎中 9672 萬　海翔 城田中

9634 髙橋　颯太 北浜中 9579 垣内　綾人 一身田中

9612 谷口　智哉 倉田山中 9637 柴田　颯也 北浜中

9554 廣瀬　貴也 白鳥中 9616 児玉　友輝 倉田山中

9573 田上　航平 一身田中 9660 上本　怜哉 城田中

9624 荒木　優斗 伊勢宮川中 9562 馬場　光希 白鳥中

9682 山崎　楓斗 二見中 9665 中西　洸太 城田中

9509 渡邊　凱斗 光風中 9566 弓削　隼大 千代崎中

9601 中村　蓮 三雲中 9630 橘　和哉 豊浜中

9510 渡邊　駿斗 光風中 9614 奥田　聖也 倉田山中

9693 鈴木　宗治 小俣中 9587 前川　太綱 南が丘中

9619 竹株　征司 厚生中 9679 中田　健太郎 五十鈴中

9610 中村　翔馬 倉田山中 9627 安藤　亜蘭 伊勢宮川中

9599 奥田　航成 三雲中 9696 岩城　尚寿 志摩中

9677 佐野　理恩 五十鈴中 9578 一村　錦治 一身田中

9534 姫子松　伶太 内部中 9598 田中　翔真 一志中

9570 別府　健太朗 亀山中部中 9691 岡田　龍斗 小俣中

9557 伊藤　裕来 白鳥中 9684 下村　一文 御薗中

9535 井上　純哉 白鳥中 9692 志田　龍斗 小俣中

9602 安　夏都起 三雲中 9622 見置　空 厚生中

9607 伊藤　遼貴 三雲中 9501 矢島　楓 四日市TFC

9687 梅森　悦慈 小俣中 9504 植村　壮馬 YｳｴﾙﾈｽC

9589 中山　大地 南が丘中 9505 中村　太智 YｳｴﾙﾈｽC

9586 長谷川　恵大 南が丘中 9507 鈴木　颯太 YｳｴﾙﾈｽC

9683 井瀬　虎之介 二見中 9511 島子　公佑 光風中

9517 小林　健真 多度中 9516 泉　孝知 多度中

9508 岡本　怜士 光風中 9518 七里　海希 多度中

9694 森田　隼矢 小俣中 9519 中村　清正 多度中

9629 立花　陽 伊勢宮川中 9520 東田　大聖 多度中

9576 若林　颯真 一身田中 9523 山﨑　天翔 多度中

9563 藤尾　豪紀 白鳥中 9524 蛭川　暁斗 多度中
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5ｋｍの部

9列目以降の続き

ナンバー 氏名 所属名 ナンバー 氏名 所属名

9526 若島　颯 四日市南中 9635 常光　暁 北浜中

9527 太田　伊織 四日市南中 9636 川邊　羽琉 北浜中

9528 田邊　大悟 四日市南中 9638 中川　陽司 北浜中

9529 戸谷　蓮樹 四日市南中 9639 西村　大和 北浜中

9530 古川　直 四日市南中 9640 武藤　柊宇 北浜中

9536 扇谷　歩夢 白鳥中 9641 山口　真凜 北浜中

9537 落合　翔 白鳥中 9642 岡田　結翔 城田中

9538 鎌倉　飛鳥 白鳥中 9644 大畑　純平 城田中

9539 酒井　心 白鳥中 9645 倉井　楽 城田中

9541 中村　湧大 白鳥中 9646 坂口　陸 城田中

9542 南部　翔 白鳥中 9647 竹内　楓馬 城田中

9543 藤田　陸 白鳥中 9648 出口　大成 城田中

9545 宮村　航河 白鳥中 9649 德田　凛 城田中

9548 上田中　玲治 白鳥中 9650 中川　颯 城田中

9549 齋藤　翼 白鳥中 9651 中山　聡 城田中

9550 舘　隆翔 白鳥中 9652 成田　蒼葉 城田中

9551 徳永　皓太 白鳥中 9653 牧戸　悠生 城田中

9555 別府　佑一 白鳥中 9654 松村　健太朗 城田中

9556 森崎　稜 白鳥中 9655 間宮　瑠音 城田中

9558 浜山　優一 白鳥中 9656 山下　瀬那 城田中

9559 村上　優心 白鳥中 9657 山中　慶人 城田中

9560 高野　颯天 白鳥中 9658 池山　紘哉 城田中

9561 中江　陽斗 白鳥中 9659 岩尾　颯太郎 城田中

9564 大庭　季樹 千代崎中 9661 上山　翔輝 城田中

9568 川出　翔 亀山中部中 9662 岡田　蒼也 城田中

9569 田中　颯 亀山中部中 9663 金田京示朗 城田中

9571 町野　加登真 亀山中部中 9664 新谷　真央 城田中

9572 小林　蒼空 一身田中 9666 中山　裕貴 城田中

9574 中野　元稀 一身田中 9667 深川　博成 城田中

9575 橋本　樹 一身田中 9668 堀江　海翔 城田中

9577 石谷　航大 一身田中 9669 松本　和真 城田中

9580 橋本　渉 一身田中 9670 森口　暖 城田中

9581 林　海翔 一身田中 9671 山本　遼太 城田中

9588 高瀬　椋太 南が丘中 9673 家田　惇基 五十鈴中

9590 落合　浩晴 南が丘中 9674 小村　陸月 五十鈴中

9592 勝井　陽大 南が丘中 9675 早川　大地 五十鈴中

9593 楠井　竣太 一志中 9678 泉　雄太 五十鈴中

9595 松浦　隆晟 一志中 9680 西世古　昌毅 五十鈴中

9603 瀬古　陸斗 三雲中 9681 山邉　悠斗 五十鈴中

9606 橋本　淳希 三雲中 9685 野村　太一朗 御薗中

9608 江上　知輝 三雲中 9686 荒木　琉 小俣中

9609 川合　龍之介 三雲中 9689 福田　聖 小俣中

9623 中西　琉貴 厚生中

9631 中世古　翔海 豊浜中


