
第34回三重県中学校駅伝競走大会　男子の部

出場選手一覧表
学校名

1 1 光　風 矢野　太雅 山田　哲也 近藤　拓空 渡邊　凱斗 島子　公佑 渡邊　駿斗

2 2 光　陵 水谷　柊斗 小山　朋輝 千葉　向陽 小谷　剣心 川村　虹太 山口　斗羽

3 3 陵　成 三輪凌太郎 小池　優作 岡田 昂也 青木　俊太 宮本　一希 古田　智也

4 4 東員第二 矢島　　楓 掛田　愛斗 二瓶　迅人 伊藤　聡彦 前野　孔也 酒井　義斗

5 5 北　勢 原島　尚也 小倉　史也 伊藤　生良 一木　亨介 出口　由晃 近藤　大清

6 6 員　弁 奥岡　延寿 渡辺　望夢 ルイス・ミゲル 安藤　悠斗 若松　佑茉 安藤　怜生

7 7 羽　津 神田　歩輝 坂本　滉斗 一水　春輝 山本　蒼空 森下　太陽 植村 壮馬

8 8 川　越 加世堂　懸 松田　紘宜 髙岡　央斗 生川　　将 小林　朋生 渡邉　羽留

9 9 内　部 金森　湧大 伊藤　　諒 橋本　太一 松田　洸希 姫小松伶太 本巣　凌久

10 10 南 横山　雄也 高﨑　瑞生 田中　佳佑 泉　　琉麻 坂西　俊哉 福村　龍馬

11 11 菰　野 田畑　音藍 清水　楓真 溝口　銀二 辻　　一帆 川高慎之輔 前田　祐作

12 12 西朝明 雨澤　優太 日置　恭輔 水谷　映月 守屋　　新 日沖　拓真 鈴木　絢太

13 13 白　子 倉本　晃羽 福田　英明 長濵　尚汰 小林　大輝 中西　佑太 加藤　恭吾

14 14 大　木 竹野　　連 藪谷　幸輝 加藤　大地 淺野　　孔 米村　壮央 鈴木　右京

15 15 白　鳥 伊藤　瑠威 村上　優心 広瀬　貴也 鍋島　常喜 伊藤　伶真 舘　　隆翔

16 16 鼓ヶ浦 浅川　怜央 鈴木　亜成 松代　蒼空 伊藤　悠真 木納　俊介 六谷　　凛

17 17 亀山中部 金尾　凌太 小田部優貴 別府健太朗 前田　翼 川出　　翔 丹賀　恒稀

18 18 平田野 高橋　颯真 水上　夏希 吉田　陽翔 阿部　志温 井上　朝日 阿部　泰樹

19 19 南が丘 中井　遥斗 島田　晃希 中山　大地 川又　悠生 勝井　陽大 長谷川恵大

20 20 高　田 吉田　　亘 槇元　陽大 後藤　　慧 矢﨑　瑠歩 本城遼汰郎 堀内　力巴

21 21 一　志 岸野　壮汰 茂手木来人 鈴木　章太 土井　翔太 田中　翔真 下村　愛斗

22 22 豊　里 赤塚　祥馬 三谷 晏士 和田宗一郎 西川　　諄 稲垣　　星那 中川　陽喜

23 23 久　居 西井　陽希 大原　　蓮 新家　鋭晟 北川　翔海 小田　暉人 小林　奏太

24 24 西　郊 前川　鎮秀 田嶋　位兆 今北　翔太 木平　真聡 十鳥　雅人 前川　達也

25 31 三　雲 中野　　壮 野田　怜臣 瀬古　陸斗 江上　知輝 伊藤　遼貴 橋本　淳希

26 32 久　保　 林　　侑汰 鈴木　千翔 森　　奨太 宗政　雄士 川上　友椰 長谷川塔麻

27 33 多　気 塩谷　翔汰 古根川波琉 松田　爽大 森川　達也 筒井　穣亮 太田　凌介

28 34 明　和 楠田　竜暉 中川　椋翔 中瀬　丈琉 工藤　千吏 溝口　智仁 市場　凪人

29 35 東　部 水谷　匡志 北村安惟人 三宅　優翔 片岡　来琉 奥田　守神 佐藤　千洋

30 36 松阪中部 田邉　俊博 岩本　悠佑 濱口　春斗 飛矢地諒真 北村　光凛 萩野　零次

31 37 伊勢宮川 立花　　陽 南　　光汰 森下　　楓 川合　拓斗 荒木　優斗 川端　　護

32 38 豊　浜 中村　亮太 中辻　健斗 中世古　翔海 橘　和哉 小川翔太朗 山下　晃槻

33 39 北　浜 髙橋　颯太 森　健太朗 川邊　羽琉 中川　陽司 辻井　淳平 柴田　颯也

34 40 厚　生 冨岡凜太郎 松月　伊吹 若林　勇磨 西川　陽登 山田　亮太 下田　晃舗

35 41 小　俣 鈴木　宗治 奥村　陸人 岩本　嵩己 梅森　悦治 福田　　聖 森田　隼矢

36 42 倉田山 谷口　智哉 菊永　拓夢 河俣　亜夢 児玉　友輝 古川　航成 尾上　裕喜

37 43 磯　部 南　創太 近藤　肇起 奥野　隼佑 勝井　翔英 加藤　勇飛 上野　嵩矢

38 44 文　岡 小林周太郎 竹内　太優 谷岡　雄太 坂下　詩晏 一色田　神 野呂　陽斗

39 45 志　摩 小林　楽叶 竹内　悠斗 竹内　悠真 松田　輝大 大山　南都 小林孝太郎

40 46 鳥羽東 岡本　波空 橋本　　凌 山本　喬介 井村　礼亜 石川　晴也 河村　優人

41 47 大　王 森本　　匠 大田　湧稀 山本　啓心 玉川　　　天 濱口　十夢 城山　凌羽

42 48 長　岡 松井　大亜 亀川　裕矢 家田　海昇 上村　優仁 小口　晴喜 岡野　　稜

43 49 緑ヶ丘 西川　勇誠 福谷　友翔 村上　　想 大島　拓真 井戸　悠士 林　　優成

44 50 名張北 中野　蒼太 西野七瑠人 矢敷　　歩 坂本　　琉 越智　貫太 仲世古成輝

45 51 名張南 山中　天良 宮野　音王 福永　和那 藤本　大雅 牛尾　和輝 谷屋　栄篤

46 52 柘　植 大橋　陸人 冨田　陽誠 辻本　凌太 松浦　剛士 中川　竣介 丸柱佑太郎

47 53 阿　山 柳下　溫季 城　　　健 小森蓮飛鳥 池口　虎音 髙森　一真 町野虎太郎

48 54 名　張 樋口　颯大 一力　祥太 西垣健太郎 中西　泰知 乾　耕太朗 日置　逸冴
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第34回三重県中学校駅伝競走大会　女子の部

出場選手一覧表
学校名

1 1 多　度 平野　生歩 平野　里歩 平野　利佳 泉　　琉花 稲垣　栞生

2 2 正　和 森田日世莉 内田　心結 稲葉こころ 小池　美優 横田　　奏

3 3 北　勢 堀田　紗矢 川瀬　諒子 後藤　　咲 近藤　莉桜 岡田　莉沙

4 4 陵　成 渡邉　心音 田嶋　莉子 松野　栞奈 吉川　楓莉 加藤　珠衣

5 5 員　弁 坪井　　和 二井　優杏 多湖　由海 蛭薙　梨乃 市川若花葉

6 6 東員第一 谷川　友野 上嶋　乃愛 西山　知佐 石垣　百杏 近藤　実祐

7 7 川　越 松野　心春 石川　　凜 渡邉　　耀 加世堂　温 小畑　文乃

8 8 四日市メリノール学院 木村　依愛 北野　　花 加藤　愛香 丹羽　愛華 東　　紅花

9 9 菰　野 山内　柚依 近藤　瑞季 水谷　心虹 伊藤　紗良 高橋　穂香

10 10 朝　日 奥村　帆香 樋口　愛琉 山元　結雅 芝山奈那美 清水  凜子

11 11 大　池 田邊　結菜 伊藤ちより 上地　京香 児玉　　園 日沖　優花

12 12 中　部 中島　幸来 長谷川真夕 名和　佑花 武田　実梨 谷井　咲月

13 13 白　子 岡安　真奈 倉本　彩蘭 新開　美玖 本多　　志 神原　萌那

14 14 創　徳 早川　　花 竹田　高嶺 田中　　彩 岩﨑　琴美 岡野　　愛

15 15 白　鳥 豊田　結衣 鈴木　若葉 桑畑　なつ 窪田　　心 伊藤　来美

16 16 平田野 高橋　未空 阿部　　遥 平畑　凜和 伊藤　愛梨 伊東　里彩

17 17 神　戸 丹戸　瑠梨 矢田　楓子 浦口　ゆな 豊田真奈美 北村　彩菜

18 18 鼓ヶ浦 久保田愛衣 新開　月渚 出岡　美柚 小林　美沙 木下　珠鈴

19 19 一　志 井山　一佳 山本　華世 木嶋ゆうな 前山　莉緒 井山すず佳

20 20 久　居 検梗谷美優 髙橋明日香 跡田　紗也 國分　美羽 今村　　愛

21 21 高　田 藤原　望未 鈴木　聖菜 辻井　瑞葵 柴田菜々子 福永歩乃花

22 22 橋　北 淺生　奈洋 前川　和花 増田　　葵 中村　彩花 高里　優花

23 23 橋　南 江崎　真菜 山路　愛菜 大室寿々菜 山口穂乃花 山口璃々花

24 24 西　郊 中西　由優 森口　優来 野田さくら 上田　萌愛 浅生　真由

25 31 嬉　野 澤井　風月 谷口　綾穂 宮路　　樹 沢西　陽向 北川　侑奈

26 32 久　保 西山　　杏 永田　來夢 村田まどか 西村　海怜 西村　海音

27 33 松阪西 永井　遥菜 濱口　凛桜 嶋田亜依莉 藤本　彩恵 平本　実生

28 34 多　気 賀川　想菜 平尾　香乃 髙山　能愛 小倉綺梨花 藤原　夢日

29 35 三　雲 須山　沙奈 加藤日菜子 小林千紗都 刀根　夏乃 小倉　　凜

30 36 東　部 中村　萌佳 小林祐里奈 西田　成美 鈴木理日子 佐野　藍菜

31 37 伊勢宮川 荒木　美玲 山本　怜亜 廣　穂乃花 坂本　優芽 川口　真実

32 38 度　会 畑　まどか 山本　真菜 味噌井里那 間道由希恵 枡田日菜果

33 39 厚　生 大西　優衣 海老原百慧子 森山　暖子 吉井　芙美 水谷　百李

34 40 小　俣 吉岡　悠羽 山上　仁愛　 角田りい沙 鈴木　美鈴 上田　優衣

35 41 二　見 太田なつみ 近藤　有華 濱口紗有葵 近藤　百華 宮端　柚璃

36 42 玉　城 松本　佳苗 向出うらら 岡村　実留 小牧　　優 岡田　紗和

37 43 文　岡 佐々　遥菜 中山　笑満 東山　朋佳 平田　茉鈴 鈴木　　結

38 44 東　海 山下　胡桃 吉田　来夢 山下　夏果 山下　心路 坂井　彩夏

39 45 鳥羽東 山本さくら ﾌﾞﾚｲﾚﾍﾞｯｶ志帆子 松村　采伽 和田　結愛 右江　里菜

40 46 磯　部 玉木　菜桜 田中　彩純 廣　　花簾 谷口　晴那 下村　琉夏

41 47 加　茂 奥村　夢佳 木下　わか 竹田　結衣 浜﨑　光梨 松本　紗枝

42 48 大　王 山本　　湖 薄衣　愛香 山﨑　華妃 小川　　零 松井　神奈

43 49 桔梗が丘 中川　万緒 木田　七生 中森　結愛 道祖瀬戸はるか 木村　颯花

44 50 名張北 寺西　琴音 岡部　奏来 九谷　美琴 中森　心奈 橋本　朋那

45 51 阿　山 稲岡　柚月 稲葉　あい 松岡　杏実 日下部　凛 稲岡　瑞月

46 52 緑ヶ丘 宮田　伊織 河南　彩花 辻　　桜花 中野　綾花 山中　美弥

47 53 名張南 金山　愛和 平井　琴珠 岡田　希実 桐井　詩雛 川口　真愛

48 54 赤　目 中西　優依 家藤　芽衣 宇野　遥音 西峰　芽衣 麻生　涼葉

No. 4区 5区ｾﾞｯｹﾝ 1区 2区 3区


