
期 日 令和４年１１月 ４日（金）　※小雨決行

ス タ ー ト 女子

男子

場 所 鈴鹿川河川緑地公園内

女子 ５区間 １２．４㎞

男子 ６区間 １８．１㎞

主 催

後 援

鈴　鹿　市　ス　ポ　ー　ツ　協　会

亀　山　市　ス　ポ　ー　ツ　協　会

中  日  新  聞  社

鈴亀地区中学校体育連盟

１１時００分

１３時００分

第３０回　鈴亀地区中学校駅伝競走大会
兼　第３８回  三重県中学校駅伝競走大会鈴亀地区予選会

＝＝　競技結果　＝＝

鈴 鹿 市 教 育 委 員 会

亀 山 市 教 育 委 員 会

=== 競技結果 ===



大 会 長 岡田　健次 （亀） 木村　元彦 (神)

総 務 齊藤　　萌 （中） 萩原　　誠 (千)

審 判 長 角谷　和宏 （大）

決 勝 ◎ 谷　　映親 （鳥） 山神　銘鈴 （子）

菅瀬　千尋 （亀） 奥田　祐紀 （中）

計 時 ◎ 梅崎　輝久 （鳥） 市川　裕美 （創）

磯矢　典志 （関） 井垣　八千代（大）

選 手 係 ◎ 伊川　綾子 （鼓） 樋渡　雄登 （子）

先導・後尾 ◎ 内山　翔太 （峰） 峰　　達也 （鹿）

招 集 ◎ 山田　勝久 （子） 青木　有紀 （神）

呼び出し ◎ 田中　大輔 (中) 湯本　めぐみ（神）

スターター 岡田　健次 （亀） 木村　元彦 (神) 鈴木　要 （平）

記 録 ◎ 近藤　智紀 （神） 南部　朗 （子） 萩原　　誠 (千)

ア ナ ウ ン サ ー ◎ 宮口　真衣 （外）

途中審判 ◎ ① 鈴木　要 （平） ② 補助員 （千） ③ 小林　勇太 （平）

④ 補助員 （千） ⑤ 中田　哲史 （子） ⑥ 小林　奨 （千）

⑦ 補助員 （千） ⑧ 北林　奈津子 （平） ⑨ 川邊　昌哉 （大）

⑩ 小林　広和 （鼓） ⑪ 山本　彩乃 （関） ⑪ 髙宮　寛幸 (天)

⑪ 谷　翔太 （神） ⑪ 山本　浩也 （鳥） ⑫ 長岡　大地 （創）

⑬ 城口　直紀 （亀） ⑭ 江藤　翔平 （峰） ⑮ 補助員 （千）

⑯ 補助員 （千） ⑰ 齊藤　萌 （中） ⑱ 補助員 （千）

⑲ 補助員 （千） ⑳ 寺前　由紀 （千） ⑳ 中野　克哉 （創）

養 護 相野田　麗那（千）

補助員係 寺前　由紀 （千）

表　彰　式　
（１５：３０）

1 成績発表

2 表　　彰

優勝　２位〜６位

区間賞

競　技　役　員



1

2

3

4

5

＜女子＞

第１走者 10:40 ～ 10:50

第２走者 10:50 ～ 11:00

第３走者 11:00 ～ 11:10

第４走者 11:05 ～ 11:15

第５走者 11:15 ～ 11:25

＜男子＞

第１走者 12:40 ～ 12:50

第２走者 12:50 ～ 13:00

第３走者 13:00 ～ 13:10

第４走者 13:05 ～ 13:15

第５走者 13:15 ～ 13:25

第６走者 13:25 ～ 13:35

6 友好レース

女子の部 男子の部

7

8

　中継所及びゴール付近は、競技役員の指示に従うこと。

13:27

13:37

13:47

1４：３０　出発

　計時は行わない。記録についてはゴールターマーで各自確認すること。

　選手は，途中審判の指示に従って走ること。

　応援はコースの内側からマスクを着用し行うこと。伴走および集団での応援を禁止する。

1４：４５　出発

　出発時刻の１０分前にはスタート地点に集合すること。

11:31

招集時間 出発予定時刻

13:00

13:09

13:18

11:24

注　意　事　項
　本大会は，２０２２年度日本陸上競技連盟規則駅伝実施基準及び本大会要項に基づき行われる。

　選手は背・腹にナンバーカードをつけること。

　選手は，招集時間内に招集をすませ，係員の指示に従い選手待機所に移動すること。

　招集場所は，中継所横のロータリー内に設ける。

　招集時間は，次の通り。

招集時間 出発予定時刻

11:00

11:10

11:17
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コース変更のため、大会記録・区間記録は第29回から記載

区(距離) １区（3.10㎞） ２区（2.10㎞） ３区（2.10㎞） ４区（2.10㎞） ５区（3.00㎞）

11:09 7:46 7:50 7:44 11:38

林　里音(3) 横井　柚香(3) 千原　愛珠(2) 須川　友愛(2)
早田　理花(2)
吉田　朱里(2)

亀　山 神　戸Ａ 白　子 神　戸Ａ 創徳/神戸A

第29回 第29回 第29回 第29回 第29回/第29回

1 白　子 山北　梨乃(3) 松田　珠依(3) 千原　愛珠(3) 山北　真央(2) 澤田　あかり(2)

2 千代崎 東　千桜(2) 江藤　ゆめり(1) 舟田　萌那(1) 佐廣　琴音(3) 山岸　由菜(3)

3 大　木 宮地　蘭夢(1) 佐藤　希笑(1) 松村　友萌乃(1) 石田　瑠音(1) 八島　羽菜(2)

4 平田野 木内　咲桜(3) 戸田　愛乃(2) 澤山　心音(2) 川本　杏(2) 平畑　果愛(2)

5 白　 鳥 戸本　花奈(2) 村林　友果(1) 酒井　柚羽(2) 鈴木　光莉(2) 岡本　絢(3)

6 鼓ヶ浦 大久保　日菜子(2) 豊川　宥佳(2) 新田　栞愛(1) 深見　美帆(3) 六谷　天音(3)

7 鈴　峰 佐藤　七芭(3) 石田　葵(3) 堀田　望来(3) 佐藤　優衣(1) 市川　未徠(1)

9 創  徳 舟山　綺良梨(3) 松本　枝連(3) 近藤　愛琉(2) 森　雛奈多(2) 早田　理花(3)

10 亀　山 石井　夢梨(2) 滝澤　陽香(2) 田中　紫野(2) 福田　陽菜(2) 大岩　みなみ(2)

11 中　部 田中　伶奈(1) 蔵城　柑奈(3) 末﨑　咲絢(1) 小嶋　楓(2) 奈良　妃(3)

12 　関 西尾　真織(1) 吉崎　稟(1) 丹羽　琴音(1) 廣森　悠乃(1) 大原　ゆずみ(3)

14 神　戸 北川　結梨(1) 吉田　朱里(3) 三杉　一桜(3) 渡邉　愛夢(1) 須川　友愛(3)

補欠 白　子 打田　るい(2) 儀賀　玲乃亜(1) 森田　歩花(1)

補欠 千代崎Ａ 沢田　悠莉(2) 三井　杏桃(2) 中村　麗美(1)

補欠 大　木 髙里　栞甘(2) 丹羽　葵(2) 寺迫　理桜(1)

補欠 平田野 丸山　桃蒼(2) 阿部　紗弓(1) 小林　奈元(1)

補欠 白　 鳥 河戸　望璃(3) 丹上　結愛(2) 山田　ひかる(1)

補欠 鼓ヶ浦 髙田　和瑚(2) 原　粋羽(2) 判治　実咲(3)

補欠 鈴　峰 山田　瑠理愛(1) 中濱　希乃(1) 佐藤　百那(1)

補欠 創  徳 植木　ひより(3) 大谷　心愛(2) 服部　夢叶(2)

補欠 亀　山 川添　ひよ莉(1) 豊田　妃天(1) 吉井　柚葵(1)

補欠 中　部 目黒　由菜(2) 馬塲　央依(2) 南　音海(1)

補欠 関 永野　志帆(3) 杉野　嘉音(3)

補欠 神　戸 河野　色葉(2) 牧野　安珠(2) 山中　珠寧(2)

№

　　　区間記

録

チーム名

女 子 の 部　　　メ ン バ ー 表
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コース変更のため、大会記録・区間記録は第29回から記載

区(距離) １区（3.10㎞） ２区（3.00㎞） ３区（3.00㎞） ４区（3.00㎞） ５区（3.00㎞） ６区（3.00㎞）

9:06 9:36 10:00 9:13 10:17 10:10

木内　桜澄(3) 小田垣　茉周(2) 小﨑　侑汰(3) 田中　智稀(3) 伊藤　優希(2) 勝野　和馬(3)

平田野 白　鳥 神　戸Ａ 白　鳥 白　鳥 白　鳥

第29回 第29回 第29回 第29回 第29回 第29回

1 白　子 森川　天翔(3) 川本　正峻(2) 滝本　純平(3) ハンガレイ　愛生(2) 飯村　理功(2) 原　侑太郎(3)

2 千代崎 稲垣　瑛心(3) 山岡　秀(3) 徳田　楓士(1) 森　奏翔(2) 羽多野　登生(3) 川瀬　智也(3)

3 大　木 田中　禮貢(3) 石﨑　皐雅(1) 田中　清士郎(1) 矢田　匠平(2) 河北　祥英(1) 川南　洸稀(3)

4 平田野 石井　琉稀(3) 仙石　ヒロウ(3) グアルディア　ガブリエル(3) 森川　凱斗(1) 菅谷　琉偉(2) 伊藤　悠真(3)

5 白　 鳥 小田垣　茉周(3) 岡田　幸樹(3) 竹花　龍之介(2) 広瀬　椋也(1) 岡本　和真(1) 伊藤　優希(3)

6 鼓ヶ浦 結城　櫂吏(2) 東　遼真(2) 山口　由翔(1) 大久保　智紀(1) 髙橋　大叶(3) 髙宮　琉生(3)

7 鈴　峰 磯﨑　透生(2) 平野　玲大(2) 加藤　圭悟(2) 坂口　颯(1) 坂口　陽翔(1) 湯淺　瑛介(3)

9 創  徳 前多　祐弥(3) 山中　翼(3) 中林　純(1) 松本　楓大(1) 藤見　颯人(2) 上吹越　王道(2)

10 亀　山 安藤　海哉(3) 澤　慶人(3) 森口　昂生(2) 森　祐磨(2) 五十嵐　礼(2) 横内　将(3)

11 中　部 松浦　圭(3) 打田　旬(2) 堂知　健汰(1) 後迫　大翔(1) 大鹿　凌輝(1) 木村　志音(3)

12 　関 北澤　冬磨(3) 川森　康平(3) 丹羽　晄基(3) 岡田　陸(3) 川合　翔琉(3) 富永　大翔(3)

14 神　戸 玉野　結斗(2) 伊藤　翼(3) 神野　吏輝(1) 神谷　悠斗(2) 橋倉　章人(2) 一尾　瑠惟(3)

補欠 白　子 大橋　健人(3) 佐藤　潤(3) 北村　俊(1)

補欠 千代崎 東　睦(2) 米川　衛史(2) 氏原　颯太(3)

補欠 大　木 杉本　泰地(3) 楠木　聖人(1) 滝川　琥白(1)

補欠 平田野 伊藤　天丸(2) 呉　崢(2) 伊東　諒人(1)

補欠 白　鳥 大崎　晴太(2) 舘　海翔(1) 谷口　巧朗(1)

補欠 鼓ヶ浦 岡住　飛成(2) 杉本　涼眞(2) 髙橋　倫斗(1)

補欠 鈴　峰 谷口　蒼馬(2) 森田　奈月(2) 村田　息吹(1)

補欠 創  徳 酒井　翔夢(2) 伊藤　澪央(1) 鈴木　秀宙(1)

補欠 亀　山 木崎　真(1) 櫻井　雄太(1) 永戸　海晴(1)

補欠 中　部 市川　奏音(3) 柚木　陽向(1) 柳瀨　勇歩(1)

補欠 関

補欠 神　戸 中塚　海輝(2) 渡瀬　敬太(2) 筈谷　育生(1)

№

　　　区間記

録

チーム名

男 子 の 部　　　メ ン バ ー 表
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回 優勝校 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区 ６　区 記録

1 白　子Ａ 上村　裕美 樋口　順子 北野　由紀 扇　ちあき 石川　靖代 ＊   42'31"

2 白　子Ａ 松本　由佳 樋口　順子 高山　暁子 山崎真由子 樋口　麻砂 ＊   42'38"

3 白　子Ａ 松本　由佳 疋田あゆみ 伊藤　亜貴 辻　　　梓 竹本かおり ＊   43'18"

4 大　木Ａ 小林　成江 佐野　亜弓 浅野　有美 立松　智子 間崎　絵美 ＊   44'25"

5 大　木Ａ 田中　真知 小林　成江 間崎　絵美 一尾　麻美 浅野　有香 ＊   45'46"

6 大　木Ａ 田中　真知 溝部　　恵 中島　　菊 矢田　敬子 浅野　有香 ＊   45'48"

7 大　木 矢田　敬子 溝部　　恵 太田　理絵 牧添　絵美 中島　　菊 ＊   45'21"

8 白　鳥 一柳　りえ 大薮　　梓 岡田　裕華 間崎　有紀 加藤　尚子 ＊   45'04"

9 白　鳥Ａ 一柳　りえ 柴田　沙織 大薮　　梓 加藤　尚子 酒野　史美 ＊   43'04"

10 白　鳥Ａ 酒野　史美 宮本　　唯 宮﨑　理恵 間崎　有紀 柴田　沙織 ＊   42'36"

11 白　鳥Ａ 酒野　史美 川北ほなみ 宮﨑　理恵 岡田　幸穂 柴田　沙織 ＊ ○  41'43"

12 白　鳥Ａ 川北ほなみ 市川　由麻 岡田　玲奈 佐野　綾香 宮本　　唯 ＊ 43'21"

13 白　鳥Ａ 川北ほなみ 岡田　玲奈 窪田　未来 佐野　綾香 市川　由麻 ＊ 43'56"

14 白　鳥Ａ 市川　由麻 油田　笑実 藤田真理子 市川　真希 窪田　未来 ＊ 44'25"

15 白　鳥Ａ 油田　笑実 藤田真理子 久野菜津紀 山口　　愛 窪田　未来 ＊ 44'39"

16 神　戸Ａ 斉藤　　雅 桑原　綾乃 山田　芽衣 萩森沙也果 大山　絵梨 ＊ 44'31"

17 神　戸Ａ 齋藤　　雅 末松日向子 齋藤　　花 桑原　綾乃 西川　佳穂 ＊ 44'38"

18 白　鳥Ａ 服部　綾美 大薮　綾子 地紙　千穂 浅野　侑香 西本麻衣子 ＊ 43'23"

19 神　戸Ａ 家崎　沙依 田中佐也加 伴　　美咲 坂本かりん 末松日向子 ＊ 43'46"

20 大　木Ａ 矢田　菜月 西髙　夕夏 平山　未来 水野　結月 宮﨑　若菜 ＊ 42'48"

21 大　木Ａ 矢田　菜月 世古　朱音 南部　藍里 坂本　小春 田中きらり ＊ 43'25"

22 神　戸Ａ 山田　玲香 濱田　七海 井上　知里 伊藤　　楓 田久保　風 ＊ 42'22"

23 白　子Ａ 坂本　栞菜 加藤　舞香 亀山　杏佳 永易　柚香 渡辺　咲梨 ＊ 42'34"

24 白　子Ａ 坂本　栞菜 小池　胡桃 今川　真緒 鈴木　里菜 亀山　杏佳 ＊ 43'22"

25 白　子Ａ 今川　真緒 小池　胡桃 倉本　彩蘭 岩波　真菜 亀山　杏佳 ＊ 43'09"

26 白　子Ａ 倉本　彩蘭 岡安　真奈 新開　美玖 本多　志 神原　萌那 ＊ 〇  42'49"

27 白　子Ａ 鈴木　花依 本多　志 田林　萌椛 徳山　叶愛 新開　美玖 ＊  43'39"

28

29 神　戸Ａ 山田　和花 横井　柚香 村木玲美乃 須川　友愛 吉田　朱里 ＊ 46'28"

回 優勝校 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区 ６　区 記録

1 中　部Ａ 高野　弘人 三治　敏和 町野　英也 川辺　拓馬 西村　知之 前田　　歩   59'09"

2 亀　山Ａ 田名瀬　仁 仲野　旭彦 松尾　賢明 篠原　健一 小坂　昌司 駒田　好彦   58'40"

3 中　部Ａ 川辺　拓馬 町野　英也 元木　　優 松村　大樹 西村　裕介 田中　拓馬   59'26"

4 中　部Ａ 吉田　雅一 坂　　章弘 谷口健太郎 田中　拓馬 鈴木　健吾 佐古　佳亮   59'21"

5 亀　山Ａ 山内　優樹 若菜　泰則 小林　　造 町野　嘉紀 宮本　　峻 中根　隆徳 1゜01'41"

6 中　部Ａ 藤川　博登 大原壮太郎 谷川　聖彦 鈴木　　要 佐古　佳亮 滝澤　勇輝   59'49"

7 中　部Ａ 藤川　博登 谷川　聖彦 平子　勇介 芥田　浩治 小野　真平 中武　隼一 1゜01'46"

8 大　木Ａ 瀬田　光哉 河口　雅之 清水　健二 矢田　直宏 豊田　将志 冬柴　　諒 　59'50"

9 大　木Ａ 河口　雅之 豊田　将志 三浦　裕樹 立花　栄治 桜井　　翔 一尾　恭兵 1゜00'07"

10 大　木Ａ 一尾　恭兵 加藤　真史 桜井　　翔 真弓　大輝 川口　大志 加藤　拓史 1゜00'40"

11 大　木Ａ 一尾　恭兵 浜田　智弘 坂倉　孝俊 真田　幸辰 古澤　　航 小林　研二 1゜01'21"

12 中　部Ａ 田中　勝大 春園　功太 原　　卓哉 宮川　武也 鵜飼　剛士 馬場　政行 1゜01'19"

13 中　部Ａ 松井　孝哲 春園　功太 原　　卓哉 丸田　洋輔 大脇　拓哉 田中　勝大 1゜00'21"

14 中　部Ａ 原　　卓哉 春園　功太 大脇　拓哉 宮崎　彰顕 鵜飼　真士 田中　翔也 59'40"

15 千代崎Ａ 吉川　恭平 古市　大河 市川　悦大 川口　時英 山崎　大輝 下井　涼平 　59'19"

16 千代崎Ａ 加藤　佑樹 宮﨑　翔太 下井　涼平 松岡　秀明 川口　時英 古市　大河 ○　56'55"

17 神　戸Ａ 杉浦　宏紀 北川　顕太 清水　貴之 桐生　将吾 阿部圭一郎 西川　　迪 1゜00'45"

18 千代崎Ａ 古川　聖弥 中井　大貴 儀賀　智哉 亀津　雄亮 脇本　滉大 生川　智章 　59'57"

19 白　子Ａ 北村　　祥 松石　啓輔 平田　崇人 山本　侑希 中村　　優 伊藤　義起 　58'52"

20 神　戸Ａ 塚本　樹也 永戸悠太郎 小林　謙太 津田　羅偉 山田　大翔 杉本　一八 　58'33"

21 神　戸Ａ 永戸悠太郎 山田　大翔 田川　昂誠 津田　羅偉 笠原　大雅 山口　順平 58'18"

22 神　戸Ａ 田川　昂誠 山口　順平 服部　有佑 川北　一颯 福田　泰生 上條　真輝 58'53"

23 神　戸Ａ 田中　翔馬 福田　泰生 奥山　幹太 秋田　大道 木村　優心 服部　有佑 58'57"

24 亀　山Ａ 浅野　太心 山本　崇人 宮村　英志 服部　聖真 橋爪　直斗 野間　奨五 59'42"

25 大　木Ａ 竹野　　連 田中　秀太 藪谷　幸輝 加藤　大地 竹内　唯人 芦生　陽紀 59'54"

26 白　子Ａ 福田　英明 小林　大輝 中西　佑太 長濵　尚汰 加藤　恭吾 倉本　晃羽  58'08"

27 白　子Ａ 倉本　晃羽 福田　直瑛 新開　翔太 平田凛太朗 ヤマニハレオナルド 篠﨑　大地 ○  57'52"

28

29 白　鳥 松田　元気 小田垣茉周 佐野　圭志 田中　智稀 伊藤　優希 勝野　和馬 59'35"

※ 会　場 １～４回 鈴鹿青少年の森 ２４～２８回鈴鹿青少年の森
５・６回 鈴鹿川庄野河川敷 ２９回～ 鈴鹿川庄野河川敷
７～２３回 亀山市西野公園

◎鈴亀地区中学校駅伝競走大会歴代男子優勝チーム

◎鈴亀地区中学校駅伝競走大会歴代女子優勝チーム

中止

中止
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