
第57回鈴鹿市内駅伝競走大会

出場選手一覧表
チーム名

1 1 鈴鹿高専Ａ 加藤　佑樹 山田　悠介 金崎　舜 松岡　省吾 古川　聖弥

2 2 鈴鹿高専Ｂ 松岡　篤史 中西　昂 大東　昂毅 林　瞭太 寺澤　亮太

3 3 鈴鹿高専Ｃ 山岡　裕太 油田　笑美 小寺　賢也 西川　迪 村木　伸伍

4 4 稲生高校Ａ 中村　翔 岩下　和真 岡田　裕貴 岩田　　淳 松永　　徹

5 5 稲生高校Ｂ 白濱　克弥 奥　昌臣 小林　鷹斗 中里　謙太 西脇　梨菜

6 6 神戸高校Ａ 山口　航平 清水　貴之 小林　大起 高崎　康陽 杉浦　宏紀

7 7 神戸高校Ｂ 鷲田　雄平 尾崎　弘明 佐藤　大倭 萩原　拓也 田中　陽佑

8 8 鈴鹿高校Ａ 山中　寛貴 藤田　祐真 高野　巧 浅野　司 倉林　拓臣

9 9 鈴鹿高校Ｂ 渡邉　真由 尾崎　由佳 中川　夢華 森本　結子 窪田　純佳

10 10 津高校Ａ 池田　洋平 稲垣　達也 田中　佑 宮原　大成 中西　悠悦

11 11 津高校Ｂ 小島　永路 小島　陽子 赤松　怜音 伊藤　明日香 栢本　莉沙子

12 13 鈴鹿ランニングクラブ室　英伸 岡崎　正次郎 寺西　賢二 福田　光伸 原　敦

13 14 高田高校 鶴間　雄貴 西井　拓哉 中垣内　良輝 逵　雄基 村川　竜也

14 15 Team　Kougakkan A道根　康登 川上　裕斗 太田　昌希 村上　真哉 加藤　文崇

15 16 Team Kougakkan B 松岡　晃弘 山岡　卓弥 寺田　昂平 松本　聖 川村　幸夫

16 17 Team KouＧakkan C三浦　建嗣 日比　勝俊 濵地　久史 中路間一哉 大山　竜也

17 18 Team KouＧakkan D寺内　亮 三田　千文 谷﨑　晃司 岡田　聖也 石坂　健太

18 19 Team KouＧakkan E若菜　純一 谷辻　凌也 櫻井　翔太 三谷　武司 谷口　佳希

19 20 神戸高校男子ソフトテニス部Ａ小出　大貴 一色　亮汰 佐藤　将太 勝谷　稜也 戸田　要
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19 20 神戸高校男子ソフトテニス部Ａ小出　大貴 一色　亮汰 佐藤　将太 勝谷　稜也 戸田　要

20 21 神戸高校男子ソフトテニス部Ｂ杉野　瑛登 豊田　和希 杉村　暢介 鈴木　健史 横井　直弥

21 22 神戸高校男子ソフトテニス部Ｃ坂崎　勇哉 服部　拓也 田中　求 井上　雄斗 井坂　脩

22 23 白鳥中学校男子 土屋　昂大 竹下　遼 前川　宜保 江尻　啓人 西田　一樹

23 24 白鳥中学校女子 中條　七星 西本　麻衣子 嘉柳　美優 扇谷　結愛 高木　咲良

24 25 白子中学校Ａ 松石　啓輔 中村　優 北村　祥 伊藤　義起 平田　崇人

25 26 白子中学校Ｂ 的羽　泰世 下斗米　翔太 竹内　大起 金澤　守 林　永一郎

26 27 亀山中部中学校 向井　遼太郎 大津　雪菜 渡邉　和真 平山　璃奈 宮本　俊

27 28 千代崎中学校Ａ 森下　滉平 佐野　祥太 矢田　輝 落合　駿真 中井　大貴

28 29 千代崎中学校Ｂ 野嵜　匠 佐藤　輝 中村　律貴 萩原　朱音 稲垣　樹里

29 30 創徳中学校Ａ 合田　和生 小川　喬右 平田　尚也 後藤　樹一郎 北川　佑

30 31 創徳中学校B 鈴木　陸 橋本　康佑 多井　翔暉 大和田　祐馬 新居　良平

31 32 神戸中学校Ａ 塚本　樹也 山田　大翔 津田　羅偉 杉浦　昌弥 永戸　悠太郎

32 33 神戸中学校Ｂ 杉本　一八 伊藤　蒼 川口　雄大 笠原　大雅 小林　謙太

33 34 神戸中学校女子 田中　佐也加 家崎　沙依 岡田　奏絵 伊藤　沙綾 小谷　奈々

34 35 大木中学校 新美　健 松野　綾太 菅原　巧人 野辺　尚暉 笠原　一樹

35 36 創徳中学校野球部 中森　駿平 方田　和樹 伊藤　航希 高辻　泰佑 小林　亮太

36 37 鼓ヶ浦ＡＣ 愛敬　虎之助 高橋　啓 南部　慎 中谷　悠生 田嶋　柊太

37 38 平田野中学校Ａ 田中　陽久 渡辺　慶多 平子　雅喜 尾﨑　唯斗 川北　浩也

38 39 平田野中学校Ｂ 加藤　裕幸 打田　玲菜 中川　拓海 尾﨑　優菜 豊田　悠斗

39 40 亀山中学校 斎木　涼 谷口　稀依也 樋口　大介 伊藤　諒哉 斎木　光

40 119 鈴鹿消防 水谷　幸司 福島　康裕 佐田　尚 松本　陽 野田　典誉


