
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

松岡　秀明 榊原　伊織 金崎　　舜 北川　顕太 下　　史典
1 千代崎中学校Ａ 神戸中学校Ａ 亀山中部中学校Ａ 神戸中学校Ａ 亀山中部中学校Ａ

14:39 [ 1] 9:32 [ 1] 14:03 [ 1] 9:44 [ 1] 14:53 [ 1]
清水　貴之 生川　智章 中西　悠悦 岡田　裕貴 杉浦　宏紀

2 神戸中学校Ａ 千代崎中学校Ｂ 千代崎中学校Ａ 千代崎中学校Ａ 神戸中学校Ａ
14:58 [ 2] 10:07 [ 2] 14:22 [ 2] 9:50 [ 2] 14:58 [ 2]

寺澤　亮太 石塚　聖羅 古川　聖弥 亀津　雄亮 宮崎　翔太
3 鼓ヶ浦中学校 千代崎中学校Ａ 千代崎中学校Ｂ 千代崎中学校Ｂ 千代崎中学校Ａ

15:06 [ 3] 10:08 [ 3] 14:48 [ 3] 9:53 [ 3] 15:01 [ 3]
堀田　翔平 嶋田　拓真 吹田　雄大 岡田　弘大 西田　秀人

4 白鳥中学校 大木中学校Ａ 神戸中学校Ａ 白鳥中学校 白鳥中学校
15:07 [ 4] 10:16 [ 4] 14:54 [ 4] 10:08 [ 4] 15:01 [ 3]

阪井　康太 竹下　　遼 石野　翔大 渥美　久司 中井　大貴
5 白子中学校Ａ 白鳥中学校 白鳥中学校 白子中学校Ａ 千代崎中学校Ｂ

15:26 [ 5] 10:37 [ 5] 14:58 [ 5] 10:21 [ 5] 15:30 [ 5]
平田　尚也 真弓　卓也 樋口　　凌 小寺　賢也 岩下　和真

6 創徳中学校Ａ 創徳中学校Ａ 神戸中学校Ｃ 神戸中学校Ｃ 白子中学校Ａ
15:45 [ 6] 10:44 [ 6] 15:13 [ 6] 10:33 [ 6] 15:31 [ 6]

阿部圭一郎 中村　　翔 堀津　克徳 近藤　加奈 生井　宏樹
7 神戸中学校Ｃ 鼓ヶ浦中学校 大木中学校Ａ 鼓ヶ浦中学校 創徳中学校Ａ

15:50 [ 7] 10:52 [ 7] 15:21 [ 7] 10:34 [ 7] 15:57 [ 7]
田中　瑛太 藤田　尊大 合田　和生 北川　　佑 打田　瑛一

8 亀山中部中学校Ａ 白子中学校Ａ 創徳中学校Ａ 創徳中学校Ａ 白鳥中野球部
15:54 [ 8] 10:58 [ 8] 15:34 [ 8] 10:36 [ 8] 16:21 [ 8]

儀賀　智哉 油田　真吾 市川　紘平 宮崎　将也 髙﨑　康陽
9 千代崎中学校Ｂ 白鳥中野球部 白鳥中野球部 白鳥中野球部 大木中学校Ａ

15:57 [ 9] 11:00 [ 9] 15:36 [ 9] 10:37 [ 9] 16:31 [ 9]
宮本　　学 石橋　一斗 吉澤　誉人 平田　　惇 山田　悠平

10 亀山中部中学校Ｂ 大木中学校Ｂ 鼓ヶ浦中学校 亀山中部中学校Ａ 創徳中野球部
16:02 [10] 11:02 [10] 15:42 [10] 10:38 [10] 16:43 [10]

平田　拓海 飯田　拓実 伊藤　義起 川島　綾太 久保　尭登
11 千代崎中学校Ｃ 創徳中野球部 白子中学校Ａ 白子中学校Ｂ 千代崎中学校Ｃ

16:04 [11] 11:03 [11] 15:50 [11] 10:53 [11] 16:54 [11]

２区 ３区１区 ４区 ５区

16:04 [11] 11:03 [11] 15:50 [11] 10:53 [11] 16:54 [11]
竹内　　翔 浅野　侑香 中根　康貴 服部　　司 服部　綾美

12 大木中学校Ａ 白鳥中女子Ａ 創徳中野球部 千代崎中学校Ｃ 白鳥中女子Ａ
16:15 [12] 11:04 [12] 16:23 [12] 10:56 [12] 16:54 [11]

玉置　周慈 山田　芽衣 山本　侑希 大内　稔也 志水　智也
13 白鳥中野球部 神戸中学校Ｂ 白子中学校Ｂ 創徳中野球部 神戸中学校Ｃ

16:18 [13] 11:06 [13] 16:31 [13] 10:58 [13] 17:17 [13]
佐野　文昭 川口　政道 小川　喬右 岩野　憲希 村田　良樹

14 大木中学校Ｂ 千代崎中学校Ｃ 創徳中学校Ｂ 大木中学校Ａ 鼓ヶ浦中学校
16:21 [14] 11:10 [14] 16:31 [13] 11:12 [14] 17:21 [14]

勝田　啓太 境　　健斗 末松日向子 斎藤　　花 荻原　寛也
15 創徳中野球部 亀山中部中学校Ａ 神戸中学校Ｂ 神戸中学校Ｂ 亀山中部中学校Ｂ

16:36 [15] 11:16 [15] 16:39 [15] 11:12 [14] 17:32 [15]
後藤樹一郎 久保　啓太 岩間　優介 地紙　千穂 原　　直之

16 創徳中学校Ｂ 神戸中学校Ｃ 千代崎中学校Ｃ 白鳥中女子Ａ 白子中学校Ｂ
16:49 [16] 11:34 [16] 16:54 [16] 11:16 [16] 17:42 [16]

斎藤　　雅 坂崎　眞幸 竹内　寛太 横井　一輝 西川　佳穂
17 神戸中学校Ｂ 白子中学校Ｂ 創徳中学校Ｃ 大木中学校Ｂ 神戸中学校Ｂ

16:52 [17] 11:36 [17] 17:00 [17] 11:27 [17] 17:55 [17]
山中　泰良 渡邉　真由 加藤　拓江 津田　志保 横山　航希

18 創徳中学校Ｃ 亀山中部中学校Ｂ 白鳥中女子Ａ 亀山中部中学校Ｂ 創徳中学校Ｂ
16:52 [18] 11:42 [18] 17:05 [18] 11:29 [18] 18:43 [18]

大薮　綾子 王　ハオジ 櫻井　亜美 林　　由芽 安田　雄真
19 白鳥中女子Ａ 創徳中学校Ｃ 亀山中部中学校Ｂ 創徳中学校Ｂ 創徳中学校Ｃ

17:01 [19] 11:50 [19] 17:09 [19] 11:44 [19] 18:58 [19]
椎名　彬仁 大平　幸乃 勝野　志保 水谷友梨菜 山下　雄也

20 白子中学校Ｂ 創徳中学校Ｂ 白鳥中女子Ｂ 創徳中学校Ｃ 大木中学校Ｂ
17:18 [20] 12:07 [20] 18:22 [20] 12:11 [20] 19:00 [20]

鳥井　萌加 加藤　里奈 小川　創也 谷口　奈々 田中　千晶
21 白鳥中女子Ｂ 白鳥中女子Ｂ 大木中学校Ｂ 白鳥中女子Ｂ 白鳥中女子Ｂ

18:45 [21] 12:29 [21] 19:04 [21] 13:09 [21] 19:29 [21]
◎：区間新 ○：区間タイ


