
第６３回　鈴鹿市内駅伝競走大会 区間記録一覧表 （一般の部）

日時：平成２９年１月２９日(日)  場所：鈴鹿市一般道路

中田　剛司 平野  恵大 高安  一誠 田中  雄也 野呂　光希
1 かめと愉快な仲間たち Team KouGakkan　A Team KouGakkan　A Team KouGakkan　A 高田高校　Ａ

13:14 [ 1]◎ 8:44 [ 1] 12:41 [ 1] 8:58 [ 1] 13:59 [ 1]
上村  一真 磯尾　友規 山下  慧士 長澤　智哉 唐澤 研太

2 Team KouGakkan　A かめと愉快な仲間たち Team KouGakkan　B かめと愉快な仲間たち ＴＥＡＭ　ＹＴＯ
13:16 [ 2]◎ 8:47 [ 2] 12:46 [ 2] 9:26 [ 2] 14:06 [ 2]

新美　健 山﨑  寿彦 東本 裕斗 佐藤 駿 奈良　賢治
3 Team KouGakkan　C Team KouGakkan　B 米鈴ＡＣ ＴＥＡＭ　ＹＴＯ 三重大学　Ａ

13:21 [ 3]◎ 8:47 [ 2] 12:57 [ 3] 9:26 [ 2] 14:08 [ 3]
近藤　啓太 栗本 寛士 山岡　卓也 倉井　勇飛 山下  大地

4 鈴鹿高専 ＴＥＡＭ　ＹＴＯ かめと愉快な仲間たち 伊勢工業高校 Team KouGakkan　A
13:28 [ 4] 9:15 [ 4] 13:08 [ 4] 9:41 [ 4] 14:09 [ 4]

上村　直也 中村　優 伊藤　大佳 津田　羅偉 奥野  夏希
5 大爆走スマッシュブラザーズ 大爆走スマッシュブラザーズ ＴＥＡＭ　ＹＴＯ 大爆走スマッシュブラザーズ Team KouGakkan　C

13:33 [ 5] 9:41 [ 5] 13:20 [ 5] 9:42 [ 5] 14:21 [ 5]
児玉 勘太 佐藤　拓也 上野　大輔 渡邉　拓也 金谷  智顕

6 ＴＥＡＭ　ＹＴＯ 伊勢工業高校 大爆走スマッシュブラザーズ 稲生高校　Ａ Team KouGakkan　B
13:42 [ 6] 9:41 [ 5] 13:28 [ 6] 10:06 [ 6] 14:24 [ 6]

中島  悠希 丸山　正靖 大河内  雄登 坂　実咲 由川　琢也
7 Team KouGakkan　B 高田高校　Ｃ Team KouGakkan　C Team KouGakkan　B 三重大学　Ｂ

13:59 [ 7] 9:43 [ 7] 13:29 [ 7] 10:16 [ 7] 14:35 [ 7]
前川 昌史 柴田 大輝 中谷寛汰 中山  真也 河合　祐介

8 米鈴ＡＣ 米鈴ＡＣ スーパーアスリート　Ａ Team KouGakkan　D かめと愉快な仲間たち
14:18 [ 8] 9:45 [ 8] 13:37 [ 8] 10:20 [ 8] 14:41 [ 8]

松岡秀明 中垣内　裕貴 林大登 佐藤　匠 桂木　信温
9 ルイージ小屋 稲生高校　Ａ スーパーアスリート　Ｂ 鈴鹿高専 伊勢工業高校

14:24 [ 9] 10:02 [ 9] 13:48 [ 9] 10:26 [ 9] 14:53 [ 9]
大牟田  祐 坂東　駿哉 濱口　英太 佐藤大輔 佐野　祥太

10 Team KouGakkan　D 神戸高校　α 高田高校　Ｂ ルイージ小屋 大爆走スマッシュブラザーズ
14:25 [10] 10:09 [10] 13:52 [10] 10:31 [10] 14:58 [10]

高尾　雄汰 伊藤　可㮈太 野田　理温 鈴木　健太 佐野　祐太
11 伊勢工業高校 三重大学　Ｂ 高田高校　Ａ 鈴鹿市消防本部 三重大学　Ｃ

14:30 [11] 10:11 [11] 13:52 [10] 10:36 [11] 15:05 [11]
駒田　楓太 平山  未来 水谷　幸司 山田　祥穂 出島　亘輝

12 高田高校　Ｂ Team KouGakkan　C 鈴鹿市消防本部 三重大学　Ｃ 鈴鹿高専
14:38 [12] 10:28 [12] 13:53 [12] 10:40 [12] 15:10 [12]

小林　謙吾 濱本歩 山本  拓音 林永一郎 宮崎航希
13 稲生高校　Ａ ルイージ小屋 Team KouGakkan　D スーパーアスリート　Ｂ ルイージ小屋

14:39 [13] 10:30 [13] 14:04 [13] 10:44 [13] 15:27 [13]
伊藤　潤 吉澤亮我 野田　多聞 松浦　隆之 神田　光輝

14 高田高校　Ａ スーパーアスリート　Ｂ 三重大学　Ｂ 大人のＪＡＣＫ 神戸高校　α
14:40 [14] 10:31 [14] 14:06 [14] 10:49 [14] 15:38 [14]

森内泰洋 中谷僚汰 栗本　涼司 山川　智也 上野 秀和
15 スーパーアスリート　Ａ スーパーアスリート　Ａ 神戸高校　γ 神戸高校　α 米鈴ＡＣ

14:45 [15] 10:37 [15] 14:23 [15] 10:52 [15] 15:49 [15]
岡田　和磨 伊藤　成希 里中　稜亮 鈴木　輝 鈴木　啓太

16 三重大学　Ｂ 鈴鹿市消防本部 稲生高校　Ａ Team KouGakkan　C 稲生高校　Ａ
15:01 [16] 10:37 [15] 14:27 [16] 11:02 [16] 15:52 [16]

佐藤　強 山田　貴也 黒田　翔真 岩瀬　映伊美 安立渉吾
17 インテリアＯＶＥＲ 三重大学　Ｃ 神戸高校　α 高田高校　Ａ スーパーアスリート　Ａ

15:06 [17] 10:56 [17] 14:29 [17] 11:04 [17] 16:02 [17]
金子　晴明 高江　真一 坂倉　史健 山口 征紀 北川　瑠應

18 大人のＪＡＣＫ 鈴鹿ランニングクラブ 三重大学　Ｃ 米鈴ＡＣ 鈴鹿市消防本部
15:11 [18] 11:23 [18] 14:32 [18] 11:05 [18] 16:03 [18]

岡田　大輝 川本　菜月 上野　翔貴 西浦　巧 丹羽良彰
19 三重大学　Ｃ 高田高校　Ｂ 伊勢工業高校 高田高校　Ｃ スーパーアスリート　Ｂ

15:18 [19] 11:24 [19] 14:57 [19] 11:08 [19] 16:03 [18]
福田　藍人 天野  妃奈子 吉田　一晴 坂本　善士郎 福本　義樹

20 神戸高校　γ Team KouGakkan　D 鈴鹿高専 三重大学　Ｂ 大人のＪＡＣＫ
15:33 [20] 11:28 [20] 15:17 [20] 11:10 [20] 16:09 [20]

室　英伸 上野毛戸　愛 小西　健太 伊藤　楓 奥野　喬士
21 鈴鹿ランニングクラブ 神戸高校　γ 高田高校　Ｃ 神戸高校　γ 高田高校　Ｂ

15:40 [21] 11:31 [21] 15:21 [21] 11:17 [21] 16:13 [21]
竹内　喜紀 早川　奈那 竹内　俊吾 山下晟弥 山田　亮介

22 三重大学　Ａ 高田高校　Ａ 三重大学　Ａ スーパーアスリート　Ａ 神戸高校　γ
15:46 [22] 11:35 [22] 15:27 [22] 11:27 [22] 16:44 [22]

橋本　涼太 角見　結美 新開　　学 西村　桃香 紀平　大輔
23 神戸高校　α 三重大学　Ａ 大人のＪＡＣＫ 高田高校　Ｂ インテリアＯＶＥＲ

15:50 [23] 12:04 [23] 15:27 [22] 11:41 [23] 17:26 [23]
尾崎　直道 中川　優芽 三村　直樹 三橋　舞子 岩頭　拓海

24 鈴鹿市消防本部 鈴鹿高専 鈴鹿ランニングクラブ 三重大学　Ａ 神戸高校　β
15:53 [24] 12:37 [24] 15:32 [24] 11:48 [24] 18:03 [24]

瀬木裕真 岡崎　忠治 松岡省吾 内山　敦史 花村  志歩
25 スーパーアスリート　Ｂ インテリアＯＶＥＲ ルイージ小屋 鈴鹿ランニングクラブ Team KouGakkan　D

15:56 [25] 12:39 [25] 15:33 [25] 11:59 [25] 18:11 [25]
◎：区間新 ○：区間タイ                                                  　　三重陸上競技協会情報部
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