
男子
No 所属名 監督 選手① 選手② 選手③ 選手④ 選手⑤ 選手⑥ 選手⑦ 選手8
1 藤原陸上クラブ 高津　成己 倉田　和輝(6) 伊藤　辰起(6) 佐藤　聖輔(6) 野村　航太郎(6) 渡部　優羽(6)
2 笹尾ＡＣ 大谷　洋 浅岡　奏介(6) 西岡　柊音(6) 岩田　康佑(5) 川西　真翔(5) 花井　理来(5) 坂上　侑雅(5) 西川　正泰(5) 中井　皇雅(5)
3 大山田ＡＣ 向井　俊哉 遠藤　歩結(5) 鈴木　圭依翔(5) 八手幡　蓮(6) 松井　結人(5) 吉田　建人(6) 梅田　隼汰(5)
4 ＹウエルネスＣ 坂本　温 内山　陽向(6) 川口　詠伍(5) 弦嶋　悠太朗(6) 斉藤　悠人(5) 尾崎　心(6)
5 保々ＲＣ-A 辻　正 高野　夢叶(6) 鈴木　惺(6) 徳山　礼晃(6) 石垣　秀一(6) 井方　柚月(5) 伊藤　結翔(5)
6 保々ＲＣ-B 辻　正 増田　陸斗(6) 相松　皇希(5) 石井　崇翔(5) 伊藤　絆人(5) 美濃　凜空(5) 山川　圭翔(5)
7 ＤＲＳ 福田　晃太郎 井上　碧(6) 濱口　蓮(5) 濱西　理玖(5) 長野　匠吾(5) 重盛　紳之介(6) 中川　珀飛(5) 伊藤　光希(5) 間嶋　豊(5)
8 内部陸上少年団 水谷　渉 田中　咲太朗(6) 中村　青澄(6) 米川　宙良(6) 堀　修也(6) 上村　彪牙(6) 濵田　啓輔(6) 中垣　巧真(5) 壺井　皆統(6)
9 川越陸上少年団 山下　恭介 服部　倖大(5) 小野寺　楓駕(6) 福田　誉(5) 早川　蓮汰郎(6) 早川　大凱(6) 大須賀　蒼汰(6) 川村　優月(5) 鈴木　壮汰(5)
10 菰野ＳＣ-A 山口　徳之 成夢　覇夢坐(5) 竹内　樹輝(6) 藤田　晴(5) 瀬古　夏葵(5) 水谷　樹音(6) 赤星　徹多(6)
11 菰野ＳＣ-B 山口　徳之 橋本　琉生(6) 山下　奏大(6) 伊藤　蒼馬(6) 落合　宗樹(5) 大森　太陽(6) 久田　唯人(5)
12 菰野ＳＣ-C 山口　徳之 小坂　琉泉(5) 高山　唯颯(6) 青山　寛太郎(6) 小﨑　湊介(5) 大西　利一(6) 横山　颯大(5)
13 ＡＳＳＡ-ＴＣ 松石　正勝 脇田　康平(6) 澤木　彰馬(5) 小林　正義(6) 岩田　蒼右(6) 松永　悠杜(6) 河上　晃大(6) 中尾　海翔(6) 澤木　駿(6)
14 ＪＡＣ亀山 德田　浩一 松田　千賢(6) 上林　楓茉(6) 木内　颯桜(5) 植松　郁翔(6) 井上　壮馬(6) 奥田　陽向(6) 宮崎　泰志(6) 櫻井　楽都(5)
15 一志Beast-A 山田　直希 福本　滉太(6) 山本　翔舞(6) 上杉　旺佑(6) 西垣戸　創(6) 小林　虹生(6) 中西　康介(6) 伊藤　優太(6) 森田　蒼唯(6)
16 一志Beast-B 山田　直希 井山　かん汰(5) 坂口　蒼真(5) 木下　奏人(6) 久保　亮太(6) 中田　悠陽(6) 並木　豪汰(5) 池田　偲一(5) 伊藤　秀大(5)
17 ＵＲＣ 藤盛　仁 鈴木　蕾颯(6) 倉地　柊成(6) 垣内　琉(5) 武田　諒大(6) 奥田　蒼士(6) 阪口　翔央(6)
18 松阪走塾-A 前川　雄一郎 湊　理雄(6) 庄司　大峨(6) 中村　勝音(6) 田中　遥光(6) 晒木　諒音(6) 渡辺　智稀(5) 大塚　巧都(5)
19 松阪走塾-B 前川　雄一郎 前川　遼太郎(6) 伊藤　蓮(6) 見永　颯陽(6) 前田　尚希(6) 村田　絆(6) 中森　悠斗(5) 柳田　青志朗(5)
20 明和陸上クラブ 西口　高生 世古口　大我(6) 大西咲太朗(6) 倉口　秀梧(6) 福島　遙斗(6) 田中　翔大(6) 森川　龍征(5) 伊藤　健悟(5)
21 多気ＲＣ-A 中西　由和 松本　千種(6) 大西　訓生(6) 近藤　蒼真(6) 中村　拓海(6) 井上　創介(6) 本間　青嗣(5)
22 多気ＲＣ-B 中西　由和 岡島　悠太(6) 加藤　聡志(5) 田中　快汰(5) 濱野　陽太(5) 高松　周太郎(6) 山田　悠斗(6)
23 宮川陸上Jr 小島　昭浩 長谷川　稜(6) 稲澤　龍飛(6) 西村　駿志(6) 永田　奏多(6) 野村　圭吾(6) 竹野　颯真(6) 円座　暖(5) 中井　亮介(5)
24 桜浜陸上クラブ 辻　弘樹 中村　詩音(6) 木村　立樹(5) 下池　晴一朗(5) 冨谷　隼士(5) 西村　優汰(5) 森　隼之介(5) 山下　勇翔(5) 山本　亜飛夢(5)
25 南勢陸上クラブ 中瀬　一仁 前田　彩翔(6) 鈴木　悠介(6) 西嶋　夢登(6) 河野　諒(6) 堀井　春希(6) 内山　哲多(6) 廣江　丈治(6) 堀　篤生(6)
26 玉城町 倉井　一樹 橋本　篤汰(5) 右門　蒼祐(6) 小牧　弘人(6) 森田　陸玖(6) 浅野　空峨(6) 西井　駕空(6) 中井　悠峨(6)
27 志摩陸上クラブ 向井　正明 河村　蓮童(6) 前田　心璃(6) 前田　珀(6) 南　可夢生(6) 樋口　寛太(6) 向井　琉貴(5)
28 朝日陸上少年団 後藤　大輝 長尾　翼(6) 中村　悠斗(6) 戸村　悠聖(6) 前田　海翔(6) 後藤　旭陽(6) 渡邉　結多(6) 水上　凛音(6) 圦山　拓実(6)
29 石薬師ＲＣ 佐々木　三喜 西村　羽海 萩村　琉生 櫻井　良 水谷　遙希 平井　蒼羽太
30 厚生ＡＣ 中西　史朗 鈴木　兜真(6) 中西　嘉人(6) 向井　蒼(6) 辻村　要登(6) 世古　旺太郎(6) 和田　旺起(6) 山本　康史(5)

女子
No 所属名 監督 選手① 選手② 選手③ 選手④ 選手⑤ 選手⑥ 選手⑦ 選手8
1 北勢ＲＣ 出口　日佐男 伊藤　まひろ(6) 平田　咲希(6) 小森　由依奈(6) 清水　友結(5) 弓矢　真央(5)
2 大山田ＡＣ 向井　俊哉 石川　莉乃(6) 仁村　羽音(5) 藤井　舞衣(6) 服部　花乃(6) 曽我　明璃(5) 辻　咲衣(6)
3 保々ＲＣ 辻　正 稲垣　波希(6) 渡辺　愛菜(6) 片山　菜々子(5) 齋藤　希光(5) 三羽　ひかり(5) 山下　日花里(5)
4 楠陸上Jr 野﨑　英行 中村　真榮(6) 野北　一希(6) 蔦岡　彩(5) 森川　あかね(6) 寺谷　美柚(5) 森山　瑠来(6) 山口　千晴(6)
5 川越陸上少年団 山下　恭介 細川　陽菜(6) 服部　杏美(5) 後藤　悠乃(6) 栗須　光優(5) 早川　真由(6) 濱沖　茅那(5)
6 菰野ＳＣ-A 山口　徳之 新里　海愛(6) 大南　恵彩(5) 角田　愛莉(5) 鈴木　仁菜(5) 伊藤　幸彩(5)
7 菰野ＳＣ-B 山口　徳之 内田　杏衣留(5) 榎本　捺(5) 森　ひまり(5) 赤星　凛(5) 柴田　苺依(6)
8 ＡＳＳＡ-ＴＣ 松石正勝 井崎　亜子(6) 小島　菜帆(5) 松原　瑠奈(6) 折戸　結南(5) 富村　眞帆(6) 高橋　あいみ(5) 藤原　茉央(6) 前田　あおい(5)
9 ＪＡＣ亀山 德田　浩一 辻　逢夢(5) 堤　和奏(5) 打田　いちか(6) 林　里羽(5) 隠　咲生(6) 戸田　惺水(6) 井上　菜々子(5) 児波　凛佳(5)
10 一志Beast-A 山田　直希 辻　知沙(6) 長谷川　璃依(6) 若林　奈央(6) 中村　栞音(6) 毛利　虹心(6) 北道　心結(6)
11 一志Beast-B 山田　直希 東山　紗菜(5) 吉田　はぐみ(5) 松本　桜璃(5) 若林　里名(5) 岩澤　希美(5)
12 白山陸上クラブ 松本　恵美子 西山　海璃(6) 森田　光咲(6) 横角　優奈(6) 西山　なつき(5) 野口　華愛(6)
13 ＵＲＣ 藤盛　仁 小川　このは(6) 田川　明莉(6) 田川　智咲(6) 加藤　萌依(5) 牧戸　紅華(5) 伊東　美海(5) 山田　遥菜(5)
14 松阪走塾-A 前川　雄一郎 三輪　まな(6) 中里　莉桜(6) 長瀬　亜衣琉(6) 好川　侑季(5) 向井　楓香(5) 杉野　美菜子(5) 上岡　沙月(5)
15 松阪走塾-B 前川　雄一郎 山下　莉愛(6) 梅田　桃花(6) 田中　優心(6) 鈴木　梨心(6) 村上　陽愛(5) 冨山　桜(5)
16 多気ＲＣ 中西　由和 林　千愛(6) 亀田　有沙(5) 木地　美々香(6) 小林　優愛(6) 中井　葵菜(6) 中村　青空(6) 橋本　華歩(6) 池山　心音(5)
17 明和陸上クラブ 西口　高生 松山　愛梨(6) 森川　妃梛(6) 森田　美咲(6) 山田　波月　(6) 中村　美緒(6) 立花　柚奈(6)
18 宮川陸上Jr 小島　昭浩 山本　夏妃(6) 長谷川　結生(6) 南　温香(6) 奥田　名葵(6) 岡田　初美(6) 疋田　愛理(6) 山本　悠葵(6) 白澤　希羅(5)
19 桜浜陸上クラブ 辻　弘樹 上田　舞花(6) 上田　百華(6) 小倉　桃果(6) 西村　玲(6) 舛本　仁胡(6) 田中　萌愛(5) 山口　紗季(5) 山中　彩愛(5)
20 南勢陸上クラブ 中瀬　一仁 中村　知聖(5) 山川　詩茉(6) 山辺　紗弓(6) 豊田　柚葉(5) 武田　悠里(5) 山脇　吉乃(6) 坂下　真麻(5) 吉田　葵衣(6)
21 朝日陸上少年団 後藤　大輝 吉岡　里桜(6) 松井　瑞姫(6) 土屋　心乃(5) 森谷　梨世(6) 森　藍葉(6) 辻　杏奈(6) 黒田　瀬理菜(6) 小久保　穂(6)
22 石薬師ＲＣ 佐々木　三喜 舘　希沙良(6) 谷口　せり(5) 坪内　莉珠(6) 杉本　さくら(6) 田中　彩(6) 酒井　莉子(6)


