
第13回美し国三重市町対抗駅伝　オーダー表

No. チーム名 監督
1区 　　　　　
小学生女子

2区　　　　　
小学生男子

3区　　　　　
中学生女子

4区　　　　　
中学生男子

5区　　　　　
40歳以上男子

6区　　　　　
ジュニア男子

7区　　　　　
一般女子

8区　　　　　
20歳以上女子

9区　　　　　
ジュニア女子

10区 　　　　
　20歳以上男

子

1 桑名市 渡邊　紀人 内田　里恋 松井　健人 内田　心結 島子　公佑 渡邉　篤志 佐藤　榛紀 森田　日世莉 古橋　亜巳 垣内　瑞希 峐下　拓斗

2 いなべ市 若松　誠 伊藤　真由奈 米岡　龍我 𠮷田　菜々桜 渡邉　望夢 村上　裕紀 小倉　史也 小泉　直子 矢田　みくに 小笠原　朱里 小森　稜太

3 四日市市 坂本　温 森山　光 稲田　想大 山吉　絢 伊藤　諒 坂本　温 佐伯　陽生 天野　妃奈子 坂本　喜子 米花　歩夢 上村　直也

4 鈴鹿市 角谷　和宏 戸本　花奈 鈴木　絢世 松本　未空 倉本　晃羽 宮原　浩由 山中　秀真 坂　実咲 平山　未来 川北　陽菜 野田　啓太

5 亀山市 田中　春行 飯田　梨花 川畑颯太朗 前田あおい 別府健太朗 川畑　茂 宮村　英志 林　里音 平山　璃奈 久木　佑菜 樋口　大介

6 津市 小川　久 吉田　双葉 庄山　輝 井山　すず佳 青木　丈侑 水谷　太 山本　駿太 平野　生歩 鈴木　輝 黒古　春奈 唐澤　研太

7 松阪市 金谷　勝弘 小谷　莉旺 濵　陽斗 澤井　風月 鈴木　千翔 斎藤　真規 宇留田　竜希 須山　沙奈 東　紀子 近藤　萌江 廣瀬　泰輔

8 伊勢市 村嶋　輝久 荒木　花梨 小林　勇斗 山中　千佳 中辻　健斗 森　正 見置　蓮音 辻　有咲 久保倉　実里 伊藤　由莉 桑山　楓矢

9 鳥羽市 山下　幸也 小久保　里望 竹本　琥次郎 伊藤　亜姫 小久保　凱生 中村　正仁 岡本　波空 右江　里菜 田中　葵 春木　七海 木下　航弥

10 志摩市 尾原　𣳾彦 林　詩 島村　実来 仲井　優菜 小林　周太郎 南　和希 下村　悠斗 佐々　遥菜 川口　悠華 西井　せり 岩﨑　瞭介

11 伊賀市 小野塚　孝 前川　華乃音 吉村　海璃 宮田　伊織 林　優成 竹中　泰知 竹中　太一 北永　菜摘 永井　智里 松谷　未夏 寺畑　泰弘

12 名張市 岩森　正敏 勝山　あゆみ 大中　絢登 中川　万緒 松山　優太 本田　真理 越智　貫太 九谷　葉月 岡田　須美枝 山上　奈幹 近藤　聖志

13 尾鷲市 垣内　翼 吉澤　こはる 内山　脩斗 東地　倖奈 北村　一真 若林　哲也 堀口　雄樹 舛本　栞愛 山口　愛海 榎本　莉美 田口　隆太

14 熊野市 川村　宏也 久保　羽々奈 小松　昊汰 大谷　真央 森田　真之 坂口　尊紀 中村　義隆 河上　歩未 里際　沙央理 古久保　奏羽 桟敷　正志

51 木曽岬町 伊藤　正典 山脇　梨愛 宮崎　瑛大 塚本　玲加 浅井　翔冴 山脇　博文 山本　練 山田　麻衣 平野　沢子 加藤　涼葉 奈良　賢治

52 東員町 近藤　和也 細江　咲花 首藤　光貴 上嶋　乃愛 辻　琉翔 松宮　正典 小林　篤貴 松田　萌加 稲葉　恵里子 近藤　萌子 山下　研二

53 菰野町 山口　徳之 森　絢理 佐々木　勝紀 谷　果保 辻　一帆 金津　貴史 伊藤　秀虎 高橋　穂香 藤田　愛子 藤本　直 坂田　昌駿

54 朝日町 亀田　優人 宮村　心雪 北野　蓮翔 奥村　帆香 永田　大地 平野　伸幸 永田　一馬 芝山　奈那美 田中　優帆 山元　結雅 勝又　大志

55 川越町 渡辺　満 山下　藍 川村　成海 石川　凜 加世堂　懸 星野　友成 田中　励弥 藤井　なみ 牧野　好美 加世堂　遥 大久保　利哉

56 多気町 逵　一弘 刀根　綺萌 山嵜　八雲 賀川　想菜 松田　爽大 逵中　正美 福井　悠斗 平尾　香乃 橋本　有純 林　遥香 逵　雅基

57 明和町 下村　真也 西嶋　和奏 澤村　悠斗 山口　鈴音 松田　康太郎 森川　雅夫 澤村　樹 太田　美唯菜 西尾　美早紀 岡本　凪布 堀越　奨平

58 大台町 中道　剛士 林　美々 出口　来維 岡　柚花 川竹　葉来 前川　昌史 後藤　大輝 吉村　和子 北村　舞華 川竹　星歌 谷口　大樹

59 玉城町 中西　英一郎 松田　向繰 田米　香太郎 岡田　紗和 竹郷　壱咲 杉山　哉芳 岡野　蒼空 松本　佳苗 飯嶌　あかり 生駒　夏希 辻井　三嗣

60 度会町 津村　将彦 山本　真央 津村　宥翔 枡田　日菜果 下里　陸人 福井　良隆 藤田　航暉 山本　真菜 西本　麻衣子 水小田　日和 枡田　貴理丸

61 大紀町 小倉　光晴 中世古　那奈 堀江　叶人 中村　心風 垣内　太陽 奥山　英樹 西村　勇佑 浦口　理央 岩瀬　映伊美 小倉　理沙 鈴木　翔也

62 南伊勢町 小山　和彦 岡井　心優 世古　英二郎 丹生　樹里 中村　成那 大西　照明 田中　快周 山本　亜美 三浦　紗瑛 遠藤　なずな 山本　成輝

63 紀北町 森本　次郎 中村　麻央莉 山口　弘太郎 加藤　乃莉 山下　礼 沼﨑　照之 九嶋　大雅 上村　紗梨 上野　智賀 東　香菜子 山口　祥太

64 御浜町 宇城　公子 小西　まゆ 鈴木　聡 坪内　沙弥佳 鈴木　僚 久保　一郎 坪内　虹輝 小西　ともえ 奥西　菜月 岡鼻　夏美 山口　聖太

65 紀宝町 上地　悠太 曽越　胡未 渡邊　景矢 玉岡　芽育 曽越　祐志 逢野　殖章 曽越　大成 上地　菜々海 空地　久予 居軒　玲奈 濱地　啓祐

21 四日市市(Open) 坂本　温 神田　夢佳 眞岩　大我 岩田　春華 本巣　凌久 山田　忠央 田中　慎梧 岡田　茉桜 伊藤　弓 上平川　愛 磯尾　友規

22 伊勢市(Open) 村嶋　輝久 中川　実來 中川　綾人 宮端　柚璃 鈴木　宗治 安立　俊 山本　学杜 角田　りい沙 山下　奈央 倉野　加奈 山田　侑矢

23 川越町(Open) 渡辺　満 平　妃葵 𠮷村　駿佑 前田　絢希 中谷　拓海 山本　恭裕 上根　大翔 渡邉　耀 加世堂さおり 加世堂　温 飯田　康平

24 鈴鹿市(Open) 角谷　和宏 宮本　琉南 南川　颯汰 亀井　陽菜 福田　直瑛 森下　香月 永洞　和季 北村　彩菜 扇谷　結愛 ムネネ　メリー 近藤　啓太

25 津市(Open) 小川　久 岩見　心晴 上田　涼平 井山　はる佳 中山　大地 洲嵜　幸雄 吉田　亘 吉田　有伽 三田　千文 水谷　満良乃 野呂　光希

26 松阪市(Open) 金谷　勝弘 長谷川　莉都 中村　恒介 永井　遥菜 林　侑汰 橋本　広明 柴田　龍一 船木　榎七 笠井　優 長野　邑香 松本　洋光

監督会議で変更

当日朝補欠より変更



第13回美し国三重市町対抗駅伝

中学生女子友好レース(1500m) 女子：11:35スタート予定

大会記録(GR)            5:01.74   長谷川未穂(桑名市)                    第6回(平成25年)

スタートリスト　2組タイムレース

1組 2組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 65 平　みずき 紀宝町 1 59 清水　彩羽 玉城町

2 62 池口　珠渚 南伊勢町 2 56 田畑　馨 多気町

3 1 渡邉　心音 桑名市 3 5 林　千葡 亀山市

4 13 上中　佑寿 尾鷲市 4 57 小倉　璃子 明和町

5 63 石倉　明奈 紀北町 5 12 櫻井　心 名張市

6 12 南　華蓮 名張市 6 6 池田　珠美礼 津市

7 56 髙山　能愛 多気町 7 64 桃井　美空 御浜町

8 3 西村　あい子 四日市市 8 63 井谷　芭菜 紀北町

9 11 花井　美音 伊賀市 9 60 中嶋　琉那 度会町

10 54 髙橋　心花 朝日町 10 7 前川　晴菜 松阪市

11 52 東　珠来 東員町 11 13 西　彩美 尾鷲市

12 60 味噌井　里那 度会町 12 61 小倉　夢加 大紀町

13 2 伊藤　実桜 いなべ市

14 5 林　千華 亀山市

15 9 今井　柚月 鳥羽市

16 10 北井　緋七 志摩市

17 53 坂倉　紗那 菰野町

18 59 中村　菜摘 玉城町

19 57 上田　こはる 明和町

20 4 新開　美玖 鈴鹿市

21 6 松島　理子 津市

22 8 吉岡　悠羽 伊勢市

23 55 星野　里桜 川越町

24 7 瀧澤　玲花 松阪市

25 #N/A #N/A #N/A

26 #N/A #N/A #N/A

27 #N/A #N/A #N/A

28 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A



第13回美し国三重市町対抗駅伝

中学生男子友好レース(1500m) 男子：11:45スタート予定

大会記録(GR)            4:20.65   佐藤　榛紀 (桑名市)                   第10回(平成29年)

スタートリスト

1組

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 4 平田　凛太朗 鈴鹿市

2 12 松山　唯人 名張市

3 65 阪本　裕紀 紀宝町

4 2 小川　心 いなべ市

5 54 宮田　航成 朝日町

6 61 阪本　礼遠 大紀町

7 63 三浦　颯斗 紀北町

8 8 立花　陽 伊勢市

9 59 松田　弐皐 玉城町

10 1 鈴木　創太 桑名市

11 57 小寺　冬馬 明和町

12 56 坂井　太陽 多気町

13 64 伊永　蒼依 御浜町

14 3 雨澤　優太 四日市市

15 14 石橋　瑠輝翔 熊野市

16 62 中村　康太 南伊勢町

17 5 河村　拓磨 亀山市

18 13 野口　風翔 尾鷲市

19 55 高岡　央斗 川越町

20 53 溝口　銀二 菰野町

21 6 中世古　陽輝 津市

22 9 里中　銀二郎 鳥羽市

23 7 小林　義央 松阪市

24 60 岡　駿希 度会町

25 52 吉田　悠斗 東員町

26 11 森　波輝 伊賀市

27 10 橋爪　政宜 志摩市

28 #N/A #N/A #N/A

29 #N/A #N/A #N/A



第13回美し国三重市町対抗駅伝

小学生友好レース(1500m) 女子：11:55スタート予定

男子：12:05スタート予定

大会記録(GR)            4:40.44   並木　健人(亀山市)                    第3回(平成22年)

大会記録(GR)            5:13.00   林　　莉央(桑名市)                    第4回(平成23年)

スタートリスト

男子 女子

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 14 清水　煌生 熊野市 1 54 横井　愛美 朝日町

2 2 近藤　光 いなべ市 2 4 鈴木　光莉 鈴鹿市

3 59 原田　一史 玉城町 3 1 花井　さくら 桑名市

4 56 廣瀬　聡真 多気町 4 51 伊藤　四季 木曽岬町

5 12 竹下　諒 名張市 5 64 加藤　万凛 御浜町

6 1 梶　源太 桑名市 6 55 小野寺　羽音 川越町

7 11 福澤　佑規 伊賀市 7 13 柴田　夏苺 尾鷲市

8 65 渡邊　徹和 紀宝町 8 59 前田　寧々 玉城町

9 55 大須賀　優聖 川越町 9 57 松本　有未 明和町

10 54 伊藤　亮健 朝日町 10 63 前田　ももな 紀北町

11 3 馬庭　康輔 四日市市 11 2 伊藤　芽依 いなべ市

12 7 垣内　連 松阪市 12 10 南　愛良 志摩市

13 58 猿木　渉 大台町 13 12 黒田　凛 名張市

14 64 芝合　嘉韻 御浜町 14 3 皆川　七奈子 四日市市

15 61 大滝　将叶 大紀町 15 62 植村　紗羅 南伊勢町

16 60 伊寿　祐駕 度会町 16 58 川竹　くるみ 大台町

17 5 森　祐磨 亀山市 17 14 仲森　彩乃 熊野市

18 10 岡野　雄大 志摩市 18 6 坂口　悠菜 津市

19 52 江守　真人 東員町 19 5 大岩みなみ 亀山市

20 4 木村　聡太 鈴鹿市 20 53 小宮　彩瑛 菰野町

21 57 早水　凪 明和町 21 61 亀田　凪沙 大紀町

22 63 仲村　隆生 紀北町 22 7 小谷　優奈 松阪市

23 6 馬塲　颯星 津市 23 9 家田　陽海 鳥羽市

24 9 野村　尚生 鳥羽市 24 60 竹内　小絢 度会町

25 13 井土井　真 尾鷲市 25 56 深田　紗良 多気町

26 62 長尾　英慈 南伊勢町 26 11 花本　夏菜 伊賀市

27 53 柴田　昇英 菰野町 27 8 八田　奈緒 伊勢市

28 51 児玉　奏多 木曽岬町 28 65 中　春菜 紀宝町

29 8 中山　慶俊 伊勢市


