
第21回三重タスキリレー大会　小学男子の部

出場選手一覧表
No. チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区

1 1 保々RC 辻　　　正 佐々木勝紀(6) 高野　来叶(6) 稲田　想大(6) 完山　兼晨(5) 稲岡　岳洋(6)

2 2 朝日陸上少 後藤　勝則 伊藤　亮健(6) 山本　倖聖(6) 北野　蓮翔(6) 久村　悠太(6) 前田　莉玖(6)

3 3 多気RC 中西　由和 堀江　叶人(6) 山嵜　八雲(5) 中出　智文(5) 西村　有悟(6) 田中　晴馬(5)

4 4 松阪走塾-A 前川雄一郎 中村　恒介(6) 西川　修平(5) 北川　響紀(6) 岡本　　拓(6) 中里　理琥(6)

5 5 ばりっこｸﾗﾌﾞ 徳地　和子 辻川　翔琉(5) 三木　一輝(5) 小泉　宥仁(6) 小堀　揚太(5) 松元　紘音(5)

6 6 YｳｴﾙﾈｽC 早川　杏沙 伊藤　秀馬(5) 小林　大斗(5) 山口　稜太(6) 杉村　亮太(6) 馬庭　康輔(5)

7 7 ｲﾑﾗAA-A 井村　俊雄 木村　聡太(5) 横山　大晟(5) 廣田　琢磨(6) 松永　　誠(6) 末藤　琉新(5)

8 8 大山田AC-A 向井　俊哉 松井　健人(6) 堤　　晴彦(6) 新井　翔空(6) 牧　　海杜(5) 清原　　然(6)

9 9 JAC　EAST 出口　真弘 中川　綾人(6) 松林　希竜(6) 種生　一斗(6) 山本　雄大(6) 下社　侑来(6)

10 10 楠陸上Jr 野﨑　英行 菅原　隼翔(6) 早川　怜汰(6) 和田　真透(6) 柴田　一護(6) 新井　和波(5)

11 11 松阪走塾-B 前川雄一郎 梶間　鉄平(6) 西垣　風翔(6) 武市　直仁(5) 向井　陽汰(6) 田中　優羽(6)

12 12 川越陸上少 山下　恭介 眞岩　大我(6) 山下　寛人(6) 小山　柳雅(6) 吉村　駿佑(5) 川村　成海(5)

13 13 一志Beast 山田　直希 馬塲　颯星(6) 山本　龍舞(5) 植谷　　颯(5) 遠山　大智(5) 今井　涼真(5)

14 14 石薬師RC 佐々木三喜 小泉　鷹兜(6) 市川　太陽(6) 守屋　尚澄(5) 矢田　楓真(5) 水谷　太一(5)

15 15 志摩陸上ｸ 向井　正明 中川　優介(6) 河村　尊童(5) 北山　莉人(5) 岩﨑　樹彦(6) 仲野　颯真(6)

16 16 北勢RC 出口日佐男 近藤　　光(6) 樋口　聖真(6) 瀬古　蓮人(6) 水谷　壮希(6) 西江　康晴(6)

17 17 厚生AC 中西　史朗 小林　勇斗(6) 上田凛太朗(6) 稲葉　　諒(6) 佐々木翔梧(6) 小林　奏斗(5)

18 18 ｲﾑﾗAA-B 井村　俊雄

19 19 宮川Jr陸上 小島　昭浩 荒木　秀弥(5) 鈴木　耕平(6) 立花　　悠(6) 東谷　昇俐(5) 石黒　晴己(5)

20 20 南勢陸上ｸ 中瀬　一仁 山崎　大雅(6) 押田　青空(5) 池田　一真(5) 安田　英玄(6) 萩原　秀星(5)

21 23 PBASE 岩井　勝利 吉村　海璃(6) 金子　裕人(6) 町浦　優衣(6) 谷岡　宙星(5) 南畑　祐心(6)

22 24 J&E久居 太田　安治 倉田　裕翔(6) 不破　堆賀(6) 上田　涼平(6) 名草　　宙(6) 山野　快斗(5)

23 25 七和RC 黒木　正明 廣嶋　　快(6) 城田　和樹(5) 三品凛太朗(6) 江上　智哉(5) 高須　大晟(5)

24 26 松阪走塾-C 前川雄一郎 西井　大耀(6) 前川　一翔(5) 田中　逞真(6) 山下　天照(6) 愛宕　凜慶(5)

25 27 大山田AC-B 向井　俊哉 本夛　勇翔(5) 青井　智哉(5) 水谷　康志(6) 梅津　千聖(6) 山本　蒼真(6)

26 28 大台陸上ｸ 木下　真一 出口　来維(6) 木下　創介(6) 板羽恒史郎(6) 山門　龍馬(6) 猿木　　渉(6)

27 29 明和陸上少 西口　高生 早水　　凪(5) 柿坪　流星(5) 花井　健伸(5) 古御門瑛太(5) 江川　颯梧(5)

28 30 ASSA-TC 松石　正勝 鈴木　絢世(6) 佐藤　　潤(6) 森川　天翔(6) 米川　衛史(5) 大橋　健人(6)

29 31 北浜陸上ｸ 辻　　弘樹 安井　琉真(6) 竹中　太志(5) 森下　隼太(6) 佐田健太朗(5) 田中　琉暉(5)

30 32 SunTFC 坂口　　健 中西　奏人(5) 中西　暖斗(6) 倉井　　凰(5) 西本　凌麻(5) 水戸　悠翔(6)

31 33 白山陸上ｸ 松本恵美子 庄山　　輝(6) 岡田　健吾(6) 眞伏　闘志(5) 前河　晄丞(5) 井上　　駿(6)

32 34 ClubEggs 中原　秀信 稲葉　悠悟(6) 竹内　　蒼(5) 南　　隆龍(6) 西　　快斗(5) 奥野　敦史(5)

33 38 URC 藤盛　　仁 加藤　結羽(6) 垣内　　連(6) 奥山　綜介(5) 北村　理羽(6) 井上　惺介(5)

34 41 JAC亀山 徳田　浩一 木村　志音(6) 西野　空楽(5) 内田　和位(6) 浜田　恭弥(5) 中村　郁仁(5)

棄権



第21回三重タスキリレー大会　小学女子の部

出場選手一覧表
No. チーム名 監督 1区 2区 3区 4区 5区

1 2 宮川Jr陸上 小島　昭浩 林　　帆花(6) 白澤　沙羅(5) 濱地　楓羽(5) 磯崎　里乃(5) 濱畑茉那華(5)

2 3 保々RC 辻　　　正 森山　　光(6) 古川　瑠菜(6) 稲垣　百々(6) 市瀬　倖菜(6) 安里　來桃(6)

3 4 白山陸上ｸ 松本恵美子 西山かん菜(6) 中川　修伽(6) 山本恋々菜(6) 小川ののか(5) 瀧本　彩葉(6)

4 5 多気RC 中西　由和 亀田　凪沙(6) 村田　和香(5) 尾上　陽和(6) 岡島　奏音(6) 太田　佳那(6)

5 6 石薬師RC 佐々木三喜 戸本　花奈(5) 鈴木香里奈(6) 萩村　もか(5) 山際くるみ(5) 鈴木　光莉(5)

6 7 朝日陸上少 後藤　勝則 宮村　心雪(6) 小川　広桂(6) 横井　愛美(6) 中岡　思乃(6) 佐々木　南(6)

7 8 SunTFC 坂口　　健 曽野　　想(5) 伊藤　和來(6) 西山　真由(5) 柴田　結衣(6) 宮端　穂乃(6)

8 10 ClubEggs 中原　秀信 林　　　詩(6) 竹内　心彩(6) 南　　愛良(5) 家田　陽海(5) 山本　優美(5)

9 11 川越陸上少 山下　恭介 山下　　藍(6) 小野寺羽音(6) 平　　妃葵(5) 片山　心寧(5) 小林　礼奈(5)

10 12 松阪走塾-A 前川雄一郎 原田　蒼衣(6) 前田　真希(5) 田中　沙來(6) 若松　小春(6) 西井　史帆(6)

11 13 松阪走塾-B 前川雄一郎 三輪　はな(6) 前川恵里奈(6) 増井菜々花(6) 千種　すず(6) 道貝　彩花(6)

12 14 大山田AC 向井　俊哉 内田　里恋(6) 津村奈那実(6) 鈴木　萌夏(5) 渡邊　綺咲(5) 服部　雪乃(6)

13 15 一志Beast-A 山田　直希 吉田　双葉(6) 八太　ゆめ(5) 坂口　悠菜(5) 小倉　好葉(6) 玉村　和奏(6)

14 16 一志Beast-B 山田　直希 吉岡　茅咲(6) 原田　希夏(6) 出丸由珠奈(6) 谷川　鈴乃(6) 山口　優姫(6)

15 17 一志Beast-C 山田　直希 宮田　莉子(5) 井上　美桜(5) 井山乃の佳(5) 出口　結愛(5) 毛利依千夏(5)

16 18 JAC　EAST 出口　真弘 家田　梨杏(6) 小林　心咲(6) 山際　奏媛(5) 中川　陽葉(5) 岡村　心美(6)

17 19 菰野SC 山口　徳之 森　　絢理(6) 川合　桃香(6) 小宮　彩瑛(5) 三木　桃杏(6) 岩尾　風音(6)

18 20 藤原陸上ク 高津　成巳

19 21 南勢陸上ｸ 中瀬　一仁 荒木　花梨(6) 小林　希咲(5) 西嶋　和奏(6) 太田ひより(6) 西岡真菜夏(6)

20 22 玉城陸上ｸ 小牧　英雄 松田　向繰(6) 高野　海愛(5) 大西　愛海(6) 三浦　叶夢(6) 前田　寧々(5)

21 23 北勢RC 出口日佐男 伊藤真由奈(6) 川瀬　七海(5) 伊藤　芽依(5) 小林　里緒(5) 近藤　見咲(6)

22 24 J&E久居 岡田　真英 岩見　心晴(5) 藤井佑里菜(6) 渡邊　史結(5) 中尾　悠花(5) 山口　杏璃(5)

23 25 北浜陸上ｸ 辻　　弘樹 中川　実來(6) 角田ルビイ(5) 尾平　朝香(6) 田中　碧音(5) 山口　心菜(6)

24 26 YｳｴﾙﾈｽC 早川　杏沙 神田　夢佳(5) 岩田歩奈実(5) 皆川七奈子(5) 髙橋　愛々(5) 渡邉このん(5)

25 29 ASSA-TC 松石　正勝 千原　愛珠(6) 谷本　陽菜(6) 橋本　怜奈(6) 佐藤　愛翔(6) 深見　紗矢(6)

26 31 URC-A 藤盛　　仁 小谷　莉旺(6) 小谷　優奈(5) 長谷川莉都(5) 山田　愛菜(6) 長谷川結都(5)

27 32 JAC亀山 徳田　浩一 大岩みなみ(5) 福田　陽菜(5) 宮本　琉南(5) 平畑　果愛(5) 木内　咲桜(6)

28 37 URC-B 藤盛　　仁 北川　実和(6) 林　　芽生(5) 金山　　琳(5) 前川　綾菜(5) 澤井　楽風(6)

棄権


