
第56回鈴鹿市内駅伝競走大会 区間記録一覧表
日時：平成２２年１月３１日(日)  場所：鈴鹿市一般道路

岩口　周平 櫻井　翔太 小野　郁文 相田　達哉 加藤　佑樹
1 津高校Ａ Team　Suzuka Team　Suzuka Team　Suzuka 鈴鹿高専Ａ

13:53 [ 1]◎ 8:58 [ 1] 12:36 [ 1]◎ 8:39 [ 1]◎ 13:50 [ 1]
谷口　佳希 藤田　優太 小林　魁斗 荒牧　大斗 太田　昌希

2 Team　Suzuka 稲生高校Ａ 津高校Ａ 稲生高校Ａ Team　Suzuka
14:01 [ 2]◎ 9:41 [ 2] 13:00 [ 2]◎ 9:10 [ 2] 13:55 [ 2]

青　　観介 種井　覚道 北川　祐也 位田　浩大 大山　竜矢
3 高田高校 高田高校 高田高校 鈴鹿高校Ａ 稲生高校Ａ

14:06 [ 3]◎ 9:44 [ 3] 13:17 [ 3]○ 9:16 [ 3] 14:36 [ 3]
今井　亮志 平見　大樹 石坂　健太 市川　悦大 行方　宏介

4 稲生高校Ａ 鈴鹿高専Ａ 神戸高校Ａ 神戸高校Ａ 津高校Ａ
14:07 [ 4]○ 9:46 [ 4] 13:21 [ 4] 9:29 [ 4] 14:52 [ 4]

福岡　　淳 栗本　嵩大 黒田　和良 荒牧　大輝 髙橋　　基
5 鈴鹿高校Ａ 神戸高校Ａ 鈴鹿高専Ａ 稲生高校Ｂ 神戸高校Ａ

14:08 [ 5] 10:04 [ 5] 13:55 [ 5] 9:38 [ 5] 15:02 [ 5]
水谷　幸司 小久保元貴 小畑　太地 林　　遼太 山田　悠介

6 鈴鹿市消防署 鈴鹿高専Ｂ 稲生高校Ａ 鈴鹿高専Ａ 鈴鹿高専Ｂ
14:26 [ 6] 10:06 [ 6] 14:14 [ 6] 9:50 [ 6] 15:18 [ 6]

岡田　聖也 伊藤　康祐 松岡　省吾 坂崎　右典 稲川　諒和
7 稲生高校Ｂ 津東高校 鈴鹿高専Ｂ 津東高校 鈴鹿高校Ａ

14:31 [ 7] 10:19 [ 7] 14:16 [ 7] 9:59 [ 7] 15:33 [ 7]
磯部　真一 坂本　敦勇 黒川　武紀 辻村　貴一 有瀧　　壮

8 神戸高校Ａ 津高校Ａ 青峰寮 津高校Ａ 高田高校
14:36 [ 8] 10:20 [ 8] 14:22 [ 8] 10:01 [ 8] 15:35 [ 8]

松浦　祥人 落合　一哉 松谷　拓哉 ｴｸﾞｴｽﾞ ﾙｲｽ 長谷川凌祐
9 石薬師高校 稲生高校Ｂ 鈴鹿高校Ａ 稲生高校Ｃ 稲生高校Ｂ

14:58 [ 9] 10:37 [ 9] 14:33 [ 9] 10:23 [ 9] 15:39 [ 9]
竹内　英介 早瀬　和馬 細井　翔太 豊田　尚哉 原　　　淳

10 鈴鹿高専Ａ 鈴鹿高校Ａ ＵＬＴＩＭＡＴＥ 鈴鹿市消防署 鈴鹿ランニングクラブ
15:05 [10] 10:42 [10] 14:33 [ 9] 10:27 [10] 15:43 [10]

佐野　公亮 天白　大貴 伊達　一樹 渡辺　隼斗 橋爪　宏和
11 神戸高校Ｂ 鈴鹿市消防署 津東高校 高田高校 神戸高校Ｂ

15:20 [11] 10:42 [10] 14:57 [11] 10:30 [11] 16:30 [11]

２区 ３区１区 ４区 ５区

15:20 [11] 10:42 [10] 14:57 [11] 10:30 [11] 16:30 [11]
山元　宣宏 早川　章太 鶴田　　樹 舘　　颯人 山口　倫弘

12 鈴鹿ランニングクラブ 稲生高校硬式野球部Ａ 神戸高校Ｂ 稲生高校Ｄ 津東高校
15:27 [12] 10:58 [12] 14:57 [11] 10:30 [11] 16:31 [12]

清正　泰佑 大森　直輝 辻　　　薫 中野　陽文 水谷　昌希
13 稲生高校Ｃ 稲生高校Ｃ 稲生高校Ｂ 稲生高校硬式野球部Ａ 稲生高校Ｃ

15:29 [13] 11:07 [13] 15:04 [13] 10:32 [13] 16:46 [13]
本多　史弥 加藤　　陸 長嶋　真吾 油田　笑美 伊藤　将吾

14 津東高校 神戸高校Ｂ 鈴鹿市消防署 鈴鹿高専Ｂ 石薬師高校
15:36 [14] 11:12 [14] 15:06 [14] 10:37 [14] 16:55 [14]

佐藤　将行 木山　知春 星野新一郎 岡崎正次郎 守藤　純輝
15 稲生高校硬式野球部Ａ 稲生高校Ｄ 稲生高校Ｃ 鈴鹿ランニングクラブ 稲生高校硬式野球部Ａ

15:55 [15] 11:23 [15] 15:09 [15] 10:38 [15] 16:56 [15]
中村　真理 山鹿　　昇 笠井　　優 川上　裕斗 田代　真樹

16 鈴鹿高専Ｂ 鈴鹿ランニングクラブ 津高校Ｂ 神戸高校Ｂ 青峰寮
15:57 [16] 11:40 [16] 15:23 [16] 10:47 [16] 17:01 [16]

竹尾　聡純 馬場　雄太 西口　晴章 手嶋　悠太 三浦　智也
17 稲生高校Ｄ ＵＬＴＩＭＡＴＥ 石薬師高校 鈴鹿高校Ｂ 鈴鹿市消防署

16:45 [17] 11:52 [17] 15:27 [17] 11:01 [17] 17:32 [17]
鈴木　雄斗 小森　圭吾 寺西　賢二 中村　　翼 吉澤　　剛

18 津高校Ｂ 石薬師高校 鈴鹿ランニングクラブ 稲生高校硬式野球部Ｂ 稲生高校Ｄ
16:47 [18] 11:58 [18] 15:37 [18] 11:09 [18] 17:44 [18]

一圓健太郎 辻野　響介 酒井　将孝 石本　幹也 嶋田　裕花
19 青峰寮 鈴鹿高校Ｂ 稲生高校硬式野球部Ａ ＵＬＴＩＭＡＴＥ 鈴鹿高校Ｂ

17:11 [19] 12:17 [19] 16:05 [19] 11:26 [19] 17:45 [19]
田仲　沙伎 細井美沙季 藤脇　貴士 乾　　　航 関戸　由貴

20 神戸高校Ｃ 津高校Ｂ 鈴鹿高校Ｂ 青峰寮 神戸高校Ｃ
17:17 [20] 12:19 [20] 16:38 [20] 11:36 [20] 18:32 [20]

森元　裕司 伊藤　佳久 谷口　定雄 中村　勇祐 柚木　正人
21 ＵＬＴＩＭＡＴＥ 稲生高校硬式野球部Ｂ 一福家族 石薬師高校 稲生高校硬式野球部Ｂ

17:17 [21] 12:24 [21] 17:25 [21] 11:55 [21] 18:50 [21]
落合　美咲 山本　英莉 堀之内更紗 松堂　　豊 中野　友美

22 鈴鹿高校Ｂ 神戸高校Ｃ 神戸高校Ｃ 一福家族 津高校Ｂ
17:21 [22] 12:33 [22] 17:27 [22] 12:23 [22] 18:53 [22]

加藤　裕貴 山脇　　昇 菱田　聖也 江本　　結 宮崎　理恵
23 稲生高校硬式野球部Ｂ 青峰寮 稲生高校Ｄ 神戸高校Ｃ ＵＬＴＩＭＡＴＥ

18:38 [23] 13:01 [23] 18:02 [23] 12:41 [23] 19:33 [23]
浅間　信治 松本　大地 岩谷　和真 堤　　あい 浅間　海宏

24 一福家族 一福家族 稲生高校硬式野球部Ｂ 津高校Ｂ 一福家族
18:49 [24] 13:53 [24] 18:19 [24] 13:06 [24] 21:36 [24]

◎：区間新 ○：区間タイ  ◎：区間新 ○：区間タイ  


