
今競技会で樹立された新記録、タイ記録は以下のとおりです。 №（　１　　）

競技会名

期　　　日

☆大会新記録☆

予・決 記録

1 男子１００ｍ 準 １１”１５(+1.7) 内山　翔太 尾鷲

2 男子円盤投 決 ４２ｍ７０ 稲垣　太一 一志

岡本　　淳

加藤　義之

曽根　啓登

濱口　隆翔

4 女子１００ｍ 決 １２”４３(+0.8) 加藤　里奈 成徳

5 女子１年８００ｍ 決 ２’２８”８７ 濵地　明衣 南島西

6 〃 〃 ２’２９”４６ 飯尾あずみ 一志

西田　亜貴

愛敬　麻矢

西田　佳世

加藤　里奈

☆大会タイ記録☆

予・決 記録

熊野　卓弥

森下　大輔

出口　貴大

楠川　祥生

3 男子４×１００ｍR 決 ４４”６１

成徳

№ 氏名

7 女子４×１００ｍR 決

記録

所属 備考種　　目
記録

氏名

４９”３５

倉田山

№

新記録一覧表

２００６年６月１７日（土）・７月２３日（日）・７月２４日（月）

所属 備考

兼第６１回国民体育大会選考競技会

第５２回全日本中学校通信陸上競技三重大会

種　　目

厚生1 男子４×１００ｍR 決 ４４”６８



予・準決・決 記録

1 １００ｍ 準 １１”１５(+1.7) 内山　翔太 尾鷲

2 ２００ｍ 決 ２３”００（-1.3） 日置　雄斗 一志

3 〃 〃 ２３”０４（-1.3） 浦井　駿吾 度会

4 １１０ｍＨ 決 １４”８１(+1.0) 日置　雄斗 一志

5 〃 決 １５”１０(+1.0) 川口　航希 橋北

6 〃 準 １５”２０(+1.0) 田前　佑斗 皇學館

7 走幅跳 決 ６ｍ６９（+1.9） 濱口　隆翔 倉田山

8 〃 〃 ６ｍ６９（+1.6） 楠川　祥生 厚生

9 砲丸投 決 １４ｍ１４ 稲垣　太一 一志

10 〃 〃 １３ｍ６７ 三村　幸輝 千代崎

11 〃 〃 １３ｍ６２ 中山　　 凪 伊勢宮川

12 〃 〃 １３ｍ３２ 南　　 星人 文岡

13 四種競技 決 ２５１３点 日置　雄斗 一志

1 １００ｍ 決 １２”４３(+0.8) 加藤　里奈 成徳

2 〃 準 １２”５４(+1.5) 愛敬　麻矢 成徳

3 ２００ｍ 予 ２５”９３（-2.1） 愛敬　麻矢 成徳

4 １００ｍH 予 １４”９５（-1.0） 中川　綾菜 伊勢港

5 砲丸投 決 １３ｍ２５ 仰　梨江 文岡

6 〃 〃 １２ｍ９１ 山本　妃紗 度会

※4×１００mリレー優勝校

男子 倉田山 ４４”６１

女子 成徳 ４９”３５

男子 7種目 14名 10校

女子 5種目 7名 4校

計 12種目 21名 12校

女
子

男
子

第３３回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破者

所属 備考№ 種目
記録

氏名



     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第52回全日本中学校通信陸上競技三重大会　兼第61回国民体育大会選考競技会　（男子の部）

日付　2006年6月17日、7月23～24日 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

1年100m 曽根　啓登 (1) 12.39 稲垣　夏生 (1) 12.79 松島　諒弥 (1) 12.97 廣島　康平 (1) 13.12 野村　卓矢 (1) 13.24 下村　昂矢 (1) 13.29 山本　悠介 (1) 13.52 下村　直也 (1) 13.52

風:-1.9

2年　100m 浦井　駿吾 (2) 11.32 藤沢　昇平 (2) 11.70 出口　荒樹 (2) 11.84 坂本　博満 (2) 11.94 桑山幸之介 (2) 12.01 西山　竜二 (2) 12.01 山口　　優 (2) 12.06 岡本　　淳 (2) 12.10

風:+1.4

共通　100m 内山　翔太 (3) 11.30 笠井　信一 (3) 11.58 南川　由信 (3) 11.68 林　　風汰 (3) 11.71 高橋　誠司 (3) 11.73 山川隆太郎 (3) 11.74 尾崎　圭祐 (3) 11.85

風:+0.7

共通200m 日置　雄斗 (3) 23.00 浦井　駿吾 (2) 23.04 内山　翔太 (3) 23.30 笠井　信一 (3) 23.63 古沢　一馬 (3) 23.92 丹羽弥奈斗 (3) 24.10 伊藤拓一郎 (3) 24.26 山口　　優 (2) 24.52

風:-1.3

吉崎　将大 (3) 52.64 山川　翔平 (3) 53.47 丹羽弥奈斗 (3) 53.66 小阪　智彦 (3) 54.26 林　　雅生 (3) 54.59 後藤　啓吾 (3) 54.64 中村　一貴 (3) 55.33 奥見　彰太 (3) 56.11

岡部　航大 (3) 2.06.75 榎木　恭平 (3) 2.07.33 内藤　健太 (3) 2.08.38 濵田　誠也 (3) 2.09.25 中西　　翔 (3) 2.09.37 田口　隆太 (3) 2.10.15 西村　夢路 (3) 2.11.68 笹内　健史 (3) 2.14.21

久米　秀和 (1) 4.37.56 山﨑　悠太 (1) 4.40.62 橋本　航平 (1) 4.42.25 齋田　直輝 (1) 4.42.27 田中　良樹 (1) 4.46.45 林　　遼太 (1) 4.46.58 垣野　友希 (1) 4.50.47 辻井　三嗣 (1) 4.51.04

山田　侑矢 (2) 4.23.37 中川　　瞭 (2) 4.24.67 宮崎  彰顕 (2) 4.26.10 小林　魁斗 (2) 4.26.78 海江元則保 (2) 4.27.49 片山　貴大 (2) 4.28.71 石原隆太郎 (2) 4.32.71 岡　那瑠人 (2) 4.32.79

春園　功太 (3) 4.14.31 松岡　篤史 (3) 4.14.60 吉川　雄登 (3) 4.16.43 松本　賢太 (3) 4.16.90 藤田　涼司 (3) 4.18.64 中村　拓斗 (3) 4.18.92 岡部　航大 (3) 4.21.74 原　　卓哉 (3) 4.22.22

春園　功太 (3) 9.12.22 松本　賢太 (3) 9.12.65 吉川　雄登 (3) 9.20.20 川本　麻人 (3) 9.23.74 辻　　真吾 (3) 9.27.44 竹野　涼平 (3) 9.29.31 伊藤　祐貴 (3) 9.31.48 大脇　拓哉 (3) 9.31.60

共通　110mMH(0.914m) 日置　雄斗 (3) 14.81 川口　航希 (3) 15.10 田前　佑斗 (3) 15.38 加藤　義之 (3) 15.38 大西　敏貴 (3) 15.59 村上　将梧 (3) 15.62 野田　　尚 (3) 16.06 城山　智希 (3) 16.28

風:+1.0

47.63 47.95 48.64 49.14 49.40 49.71 49.77 50.64

  佐藤　弘明 (2)   坂本　博満 (2)   牧　　祐介 (2)   森野　有大 (2)   酒徳　裕弥 (2)   前田　直輝 (2)   黒田　祐基 (2)   山上　剛健 (2)

  稲垣　夏生 (1)   下村　昂矢 (1)   下村　直也 (1)   羽山　知希 (1)   野村　卓矢 (1)   北井　健太 (1)   竹尾　聡純 (1)   中西　一馬 (1)

  加藤　慎也 (1)   坂野　航平 (1)   井戸本朋也 (1)   熊野　竜馬 (1)   木田　恵介 (1)   三橋　永路 (1)   竹内　　啓 (1)   岩田　和希 (1)

  千種　紹弘 (2)   宮本　雄史 (2)   玉村　恵佑 (2)   山口　元輝 (2)   堀　　敏之 (2)   山口　　優 (2)   蛭波　翔太 (2)   栁原　竜也 (2)

44.61 44.68 44.88 45.60 45.88 46.12 46.22

  岡本　　淳 (2) NGR   熊野　卓弥 (3) EGR   伊藤　大揮 (3)   城山　智希 (3)   森田　隆真 (2)   望月　昌俊 (3)   吉岡　幸信 (3)

  加藤　義之 (3)   森下　大輔 (3)   浦井　駿吾 (2)   植前　　泰 (2)   磯田　成秀 (3)   田尻　純平 (3)   伊藤　直樹 (3)

  曽根　啓登 (1)   出口　貴大 (3)   平生　雄大 (3)   森田　悟司 (2)   小阪　智彦 (3)   下田　章裕 (3)   中村　文哉 (2)

  濱口　隆翔 (3)   楠川　祥生 (3)   中西　健人 (3)   内山　翔太 (3)   田前　佑斗 (3)   高木　　涼 (3)   南川　由信 (3)

河合　勇祐 (3) 1m73 見置　佑二 (3) 1m70 中西　　貴 (3) 1m65 上村　直生 (3) 1m60 沢村　和哉 (3) 1m60 濱口　隼紀 (3) 1m60 馬場　正典 (2) 1m60

濱口　朋也 (2) 1m60

佐野　貴之 (3) 3m80 杉森　史智 (3) 3m70 杉田　　涼 (3) 3m70 横井　　謙 (3) 3m50 長岡　大地 (3) 3m40 加藤　　僚 (3) 3m40 南　　展人 (3) 3m40 田中　　僚 (3) 3m30

大野　雄史 (3) 3m30

多気郡：明　和

濱口　隆翔 (3) 6m69 +1.9 楠川　祥生 (3) 6m69 +1.6 林　　風汰 (3) 6m49 +1.1 山口　元輝 (2) 6m26 +1.5 岡田　道知 (3) 6m14 +1.0 坂本　明俊 (3) 6m07 +0.3 大塚　寛之 (3) 6m06 +2.1 立野　真人 (3) 5m97 +1.7

濱口　隆翔 (3) 13m29 +0.9 田畑　徳大 (3) 12m92 +0.8 坂本　明俊 (3) 12m39 +0.8 水野　裕斗 (3) 12m36 +0.9 杉森　史智 (3) 12m10 +0.8 岡田　道知 (3) 12m01 +1.1 伊藤　芳彰 (3) 11m96 +0.8 河合　勇祐 (3) 11m58 +0.8

砲丸投 稲垣　太一 (3) 14m14 三村　幸輝 (3) 13m67 中山　　凪 (3) 13m62 南　　星人 (3) 13m32 岡南　　遼 (3) 12m85 亀田　浩平 (3) 12m63 藤盛　賢汰 (3) 12m62 山本　大紀 (3) 12m51

5.0ｋｇ

共通　円盤投(1.5kg) 稲垣　太一 (3) 42m70 南　　星人 (3) 42m02 中山　　凪 (3) 40m27 岡南　　遼 (3) 39m16 亀田　浩平 (3) 38m28 藤盛　賢汰 (3) 37m11 野村　　光 (3) 36m79 下田　章裕 (3) 36m14

1.5ｋｇ NGR

69.5点 41点 40点 31点 29点 29点 28点 25点

日置　雄斗 (3) 2513 濱口　隆翔 (3) 2325 林　風汰 (3) 2244 植前　貴成 (3) 2186 中山　凪 (3) 2164 坂本　明俊 (3) 2137 見置　佑二 (3) 1932 中島慎之助 (3) 1921

津市：一志 伊勢市：倉田山 伊勢市：五十鈴 志摩市：文岡 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢宮川 志摩市：文岡 鈴鹿市：神戸

※四種競技は６月17日に実施

7月24日
共通

走高跳

伊勢市：伊勢宮川

共通
走幅跳

6月17日

4×100mR

学校対校 伊勢宮川

共通
三段跳

7月23日

7月23日
共通

棒高跳

共通　400m

共通1500m

共通　3000m

7月23日

7月24日

共通　800m

2年　1500m

1年　1500m

7月24日

一志 倉田山 亀山中部

8位6位5位 7位

菰野

伊勢市：伊勢宮川鈴鹿市：千代崎

1位 2位 3位 4位

7月23日

7月24日

7月24日

7月24日

7月24日

7月24日

7月23日

7月24日

7月24日

7月24日

7月24日

7月24日

四種競技

低学年
4×100mR

7月23日

厚生 度会 文岡

津　市：一　志 志摩市：文　岡 津　市：久　居 松阪市：三　雲 松阪市：嬉　野 伊勢市：伊勢港

伊勢市：倉田山 桑名市：成　徳 四日市：　桜　 名張市：名張北

度会郡：度　会 桑名市：陵　成 志摩市：和　具 度会郡：玉　城

尾鷲市：尾　鷲 伊勢市：伊勢宮川 桑名市：正　和 伊勢市：五十鈴

伊勢市：伊勢宮川

鳥羽市：鳥羽東 伊勢市：伊勢宮川 津　市：高　田 伊勢市：皇學館

津　市：一　志 度会郡：度　会 尾鷲市：尾　鷲

三重郡：菰　野 鈴鹿市：大　木 四日市：　楠　 伊勢市：厚　生

津　市：高　田 亀山市：亀山中部 四日市：四日市南 度会郡：南　勢

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：城　田 亀山市：亀山中部 津　市：橋　南

亀山市：亀山中部 鈴鹿市：千代崎 三重郡：菰　野 津　市：橋　南

亀山市：亀山中部 津　市：橋　南 三重郡：菰　野 津　市：一　志

津　市：一　志 津　市：橋　北 伊勢市：皇學館 伊勢市：倉田山

桑名市：成　徳 度会郡：玉　城 度会郡：度　会 伊勢市：厚　生

伊勢市：倉田山 伊勢市：厚　生 度会郡：度　会 尾鷲市：尾　鷲

松阪市：三　雲 志摩市：文　岡 伊勢市：御　薗 名張市：赤　目

桑名市：陵　成 名張市：赤　目 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：小　俣

伊勢市：倉田山 伊勢市：厚　生 伊勢市：五十鈴 伊勢市：厚　生

伊勢市：倉田山 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：伊勢宮川 津　市：橋　北

津　市：一　志 志摩市：文　岡 伊勢市：伊勢宮川 津　市：久　居

伊勢市：伊勢港 度会郡：玉　城 度会郡：南　勢 度会郡：度　会

四日市：山　手 伊勢市：城　田 志摩市：文　岡 伊勢市：倉田山

鈴鹿市：創　徳志摩市：磯　部伊勢市：小　俣

鈴鹿市：大　木 津　市：高　田 三重郡：菰　野 志摩市：文　岡

鈴鹿市：白　子 松阪市：三　雲 三重郡：菰　野 松阪市：嬉　野

津　市：一　志 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：倉田山 四日市：　楠　

四日市：　桜　 四日市：　楠　 鈴鹿市：神　戸 度会郡：玉　城

三重郡：川　越 四日市：内　部 四日市：　楠　 尾鷲市：尾　鷲

桑名市：陵　成 桑名市：正　和 三重郡：菰　野 亀山市：亀山中部

桑名市：正　和 三重郡：菰　野 桑名市：陵　成 亀山市：亀山中部

北牟婁：潮　南 松阪市：三　雲 松阪市：嬉　野 尾鷲市：尾　鷲

伊勢市：伊勢港 志摩市：文　岡 四日市：四日市南 伊勢市：小　俣

伊勢市：皇學館 員弁郡：東員第二 桑名市：正　和

鈴鹿市：大　木 度会郡：南　勢 松阪市：松阪西

伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：豊　浜 伊勢市：城　田 度会郡：南　勢

鈴鹿市：神　戸 伊勢市：伊勢宮川 四日市：　楠　 伊賀市：青　山

名張市：赤　目 鈴鹿市：神　戸 津　市：高　田 松阪市：三　雲

松阪市：三　雲 松阪市：嬉　野 伊勢市：伊勢港 員弁郡：東員第二



     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第52回全日本中学校通信陸上競技三重大会　兼第61回国民体育大会選考競技会　（女子の部）

日付　2006年6月17日、7月23～24日 場所　三重県営総合競技場・陸上競技場
日付 種目

1年100m 石原　瑞穂 (1) 13.89 山岡　千洋 (1) 13.91 岡村　祐歩 (1) 14.04 小山　夏未 (1) 14.12 井坂　美来 (1) 14.24 橋爪　咲奈 (1) 14.24 中村　彩希 (1) 14.30 米川　侑里 (1) 14.45

風:-2.3

2年　100m 小泉　　愛 (2) 12.78 二宮　奈美 (2) 13.11 森本　佳奈 (2) 13.24 杉田　真実 (2) 13.28 関下　由衣 (2) 13.34 茶屋　絢乃 (2) 13.44 山本まどか (2) 13.47 北川　里奈 (2) 13.51

風:+1.3

共通　100m 加藤　里奈 (3) 12.43 愛敬　麻矢 (3) 12.58 世古　　和 (3) 12.74 作野　捺希 (3) 13.07 高山　名積 (2) 13.16 鎌倉まどか (3) 13.17 東海　由佳 (3) 13.46 前田　理江 (3) 13.55

風:+0.8 NGR

共通200m 愛敬　麻矢 (3) 26.07 加藤　里奈 (3) 26.60 世古　　和 (3) 26.98 高山　名積 (2) 27.00 作野　捺希 (3) 27.64 大月菜穂子 (3) 27.69 杉田　真実 (2) 27.90 二宮　奈美 (2) 28.43

風:-2.3

濵地　明衣 (1) 2.28.87 飯尾あずみ (1) 2.29.46 藤田真理子 (1) 2.31.74 寺田　菜美 (1) 2.33.30 出口和佳奈 (1) 2.33.64 仲　　遙加 (1) 2.34.49 落合　美咲 (1) 2.36.44 谷口あきの (1) 2.37.44

NGR NGR

森田菜津紀 (3) 2.19.96 市川　由麻 (3) 2.22.43 三好　麻里 (3) 2.23.30 山中　英里 (3) 2.24.12 北野亜紗実 (2) 2.26.33 真野　果林 (3) 2.27.17 松島　玲佳 (2) 2.27.45 長谷川友紀 (3) 2.29.17

有松　　冴 (3) 4.47.69 森田菜津紀 (3) 4.52.31 山中　英里 (3) 4.53.84 市川　由麻 (3) 4.56.50 真野　果林 (3) 4.57.64 田木亜梨沙 (2) 4.59.68 北野亜紗実 (2) 5.04.43 三好　麻里 (3) 5.05.92

共通100mJH 中川　綾菜 (3) 14.98 中村　祐子 (2) 15.38 池山　彩夏 (3) 15.78 鎌倉まどか (3) 15.93 市川　　茜 (2) 15.95 三浦　琴乃 (2) 16.03 野呂知菜美 (3) 16.13 牧　　美佳 (3) 16.17

風:-1.3

52.73 53.86 54.20 54.37 54.49 54.52 54.75 54.79

  関下　由衣 (2)   木下　真里 (2)   森　　望美 (2)   鴨田　　心 (2)   西村　真耶 (2)   木下　美希 (2)   坂倉未紗子 (2)   三永川玲唯 (2)

  黒　つぐみ (1)   西田　裕美 (1)   岩井　智香 (1)   川島　和子 (1)   橋爪　咲奈 (1)   寺田　菜美 (1)   田中　　愛 (1)   松田　明里 (1)

  小倉　史歩 (1)   片山　聖菜 (1)   田村はるか (1)   伊藤　瑞希 (1)   中西　加奈 (1)   井坂　美来 (1)   松村　瑞紀 (1)   川口奈津季 (1)

  高山　名積 (2)   山際茉利奈 (2)   黒野　早恵 (2)   二宮　奈美 (2)   向井亜友紗 (2)   中村　理紗 (2)   中嶋　美咲 (2)   野中　彩未 (2)

49.35 51.26 51.38 51.61 51.94 52.21 52.51

  西田　亜貴 (3) NGR   野呂知菜美 (3)   中西千比呂 (3)   奥村　麻央 (3)   佐口　ゆう (3)   山岡　千洋 (1)   小崎かすみ (2)

  愛敬　麻矢 (3)   濱田優里奈 (2)   中川　綾菜 (3)   作野　捺希 (3)   濱路　祐未 (3)   山本　幸歩 (2)   瀬谷　絵里 (2)

  西田　佳世 (3)   山添　莉子 (2)   三浦　琴乃 (2)   中川こずえ (3)   池山　彩夏 (3)   前田真里奈 (3)   田堀まりえ (2)

  加藤　里奈 (3)   小泉　　愛 (2)   上村　　唯 (3)   中村　百花 (2)   竹村　美咲 (3)   金澤　　茜 (3)   鎌倉まどか (3)

中西千比呂 (3) 1m48 岡本　真菜 (2) 1m45 平子　良枝 (3) 1m45 西飯　　彩 (3) 1m45 坂本真理奈 (3) 1m45 水谷　春奈 (2) 1m40 喜田　詩織 (2) 1m35

岡　亜理紗 (3) 1m35

西根　千裕 (3) 1m35

濱路　祐未 (3) 5m22 0.0 中村　志穂 (3) 5m12 +0.9 髙松　麻妃 (1) 4m95 0.0 中村　祐子 (2) 4m87 +0.8 高藤　優佐 (3) 4m85 +0.7 金澤　　茜 (3) 4m84 +0.3 伊藤みさき (3) 4m83 +0.3 木村　早紀 (3) 4m72 +0.8

仰　　梨江 (3) 13m25 山本　妃紗 (3) 12m91 池田　昌子 (3) 12m27 山﨑　美香 (3) 12m03 小野　歩実 (2) 11m56 木村　有里 (3) 11m54 藤岡　里奈 (2) 11m52 梅田　遥香 (3) 10m84

共通円盤投 仰　　梨江 (3) 31m33 宮本千亜希 (3) 30m21 藤岡　里奈 (2) 29m53 村井　志帆 (3) 28m00 星野　真穂 (2) 26m98 池田　昌子 (3) 26m07 西口　　舞 (3) 26m03 梅田　遥香 (3) 25m51

1.0ｋｇ

38点 34点 32点 27点 27点 25点 24点 21点

中川　綾菜 (3) 2385 牧　美佳 (3) 2295 中村　志穂 (3) 2260 中村　祐子 (2) 2218 濵路　祐未 (3) 2198 鎌倉まどか (3) 2193 中西千比呂 (3) 2176 寺井　有美 (3) 2170

伊勢市：伊勢港 度会郡：度会 員弁郡：東員第一 津市：一志 桑名市：陵成 鈴鹿市：鼓ヶ浦 伊勢市：伊勢港 鈴鹿市：白子

凡例   NGR：大会新    　　 ※四種競技は６月17日に実施

7月24日

7月23日

7月24日

共通
走高跳

共通800m

四種競技

4×100mR

学校対校

7月24日

7月24日

7月23日

共通
砲丸投

(2.721kg)

7月23日

7月24日

7月23日

1年800m

3位 4位 5位1位 2位

6月17日

7月24日

7月23日

7月23日

共通　1500m

共通
走幅跳

低学年
4×100mR

7月24日

7月23日

成徳 伊勢宮川 伊勢港 小俣倉田山 一志 陵成 尾鷲

8位7位6位

伊勢市：伊勢宮川

伊勢市：伊勢港

伊勢市：伊勢港

度会郡：玉　城 津　市：南　郊 三重郡：川　越 度会郡：南島西 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：御　薗 員弁郡：東員第二 鈴鹿市：白　子

伊勢市：小　俣 鈴鹿市：神　戸 松阪市：飯高東 津　市：西橋内 尾鷲市：尾　鷲 度会郡：南　島 伊勢市：北　浜 三重郡：菰　野

桑名市：成　徳 桑名市：成　徳 伊勢市：五十鈴 伊勢市：伊勢宮川 尾鷲市：尾　鷲 鈴鹿市：鼓ヶ浦 度会郡：南　勢 鈴鹿市：神　戸

桑名市：成　徳 桑名市：成　徳 伊勢市：五十鈴 尾鷲市：尾　鷲 伊勢市：伊勢宮川 いなべ市：員　弁 津　市：西橋内 鈴鹿市：神　戸

度会郡：南島西 津　市：一　志 鈴鹿市：白　鳥 伊勢市：伊勢宮川 伊勢市：倉田山 四日市：　楠　 亀山市：亀　山 三重郡：川　越

伊勢市：倉田山 鈴鹿市：白　鳥 伊賀市：桃　青 四日市：　楠　 津　市：高　田 桑名市：陵　成 津　市：南　郊 桑名市：光　風

亀山市：亀山中部 伊勢市：倉田山 四日市：　楠　 鈴鹿市：白　鳥 桑名市：陵　成 三重郡：朝　日 津　市：高　田 伊賀市：桃　青

伊勢市：伊勢港 津　市：一　志 桑名市：陵　成 鈴鹿市：鼓ヶ浦 津　市：久　居 伊勢市：伊勢港 伊勢市：小　俣 度会郡：度　会

尾鷲市：尾　鷲 伊勢市：小　俣 伊勢市：倉田山 鈴鹿市：神　戸 伊勢市：御　薗 伊勢市：伊勢宮川 四日市：　楠　 津　市：南　郊

桑名市：成　徳 伊勢市：小　俣 伊勢市：伊勢港 伊勢市：伊勢宮川 桑名市：陵　成 津　市：南　郊 鈴鹿市：鼓ヶ浦

伊勢市：伊勢港 名張市：赤　目 鈴鹿市：平田野 志摩市：東　海 名張市：名張北 桑名市：陽　和 鈴鹿市：鼓ヶ浦

桑名市：陵　成 員弁郡：東員第一 度会郡：南　勢 津　市：一　志 名張市：名張北 津　市：南　郊 桑名市：多　度

志摩市：文　岡 度会郡：度　会 津　市：久　居 伊勢市：伊勢港 津　市：久　居 鈴鹿市：神　戸 津　市：一　志 鈴鹿市：平田野

志摩市：文　岡 伊勢市：伊勢宮川 津　市：一　志 伊勢市：城　田 桑名市：陽　和 津　市：久　居 伊勢市：倉田山 鈴鹿市：平田野
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