
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"
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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"
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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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