
第58回鈴鹿市内駅伝競走大会 区間記録一覧表

塚本　樹也 中村　優 北村　祥 伊藤　義起 中井　大貴
1 神戸中学校Ａ 白子中学校Ａ 白子中学校Ａ 白子中学校Ａ 千代崎中学校Ａ

14:31 [ 1] 9:31 [ 1] 13:25 [ 1]◎ 9:44 [ 1] 14:56 [ 1]
松石　啓輔 山田　大翔 津田　羅偉 杉浦　昌弥 永戸　悠太郎

2 白子中学校Ａ 神戸中学校Ａ 神戸中学校Ａ 神戸中学校Ａ 神戸中学校Ａ
14:32 [ 2] 9:32 [ 2] 14:21 [ 2] 9:57 [ 2] 15:07 [ 2]

土屋　昂大 竹下　遼 平子　雅喜 落合　駿真 小林　謙太
3 白鳥中学校男子 白鳥中学校男子 平田野中学校Ａ 千代崎中学校Ａ 神戸中学校Ｂ

14:46 [ 3] 9:35 [ 3] 14:24 [ 3] 10:16 [ 3] 15:40 [ 3]
田中　陽久 佐野　祥太 樋口　大介 後藤　樹一郎 川北　浩也

4 平田野中学校Ａ 千代崎中学校Ａ 亀山中学校 創徳中学校Ａ 平田野中学校Ａ
14:52 [ 4] 10:00 [ 4] 14:37 [ 4] 10:22 [ 4] 15:40 [ 3]

斎木　涼 谷口　稀依也 前川　宜保 笠原　大雅 西田　一樹
5 亀山中学校 亀山中学校 白鳥中学校男子 神戸中学校Ｂ 白鳥中学校男子

15:21 [ 5] 10:02 [ 5] 14:50 [ 5] 10:26 [ 5] 15:50 [ 5]
合田　和生 伊藤　蒼 矢田　輝 高辻　泰地 平田　崇人

6 創徳中学校Ａ 神戸中学校Ｂ 千代崎中学校Ａ 創徳中学校野球部 白子中学校Ａ
15:26 [ 6] 10:27 [ 6] 15:02 [ 6] 10:33 [ 6] 16:00 [ 6]

杉本　一八 方田　和樹 平田　尚也 伊藤　諒哉 斎木　光
7 神戸中学校Ｂ 創徳中学校野球部 創徳中学校Ａ 亀山中学校 亀山中学校

15:35 [ 7] 10:28 [ 7] 15:04 [ 7] 10:37 [ 7] 16:04 [ 7]
新美　健 下斗米　翔太 川口　雄大 金澤　守 宮本　俊

8 大木中学校 白子中学校Ｂ 神戸中学校Ｂ 白子中学校Ｂ 亀山中部中学校
15:40 [ 8] 10:28 [ 7] 15:09 [ 8] 10:42 [ 8] 16:09 [ 8]

中森　駿平 松野　綾太 中川　拓海 尾﨑　唯斗 小林　亮太
9 創徳中学校野球部 大木中学校 平田野中学校Ｂ 平田野中学校Ａ 創徳中学校野球部

15:57 [ 9] 10:47 [ 9] 15:12 [ 9] 10:44 [ 9] 16:23 [ 9]
森下　滉平 打田　玲菜 渡邉　和真 江尻　啓人 笠原　一樹

10 千代崎中学校Ａ 平田野中学校Ｂ 亀山中部中学校 白鳥中学校男子 大木中学校
16:01 [10] 10:47 [ 9] 15:16 [10] 10:46 [10] 16:47 [10]

南部　慎 酒向　隼哉 中村　律貴 尾﨑　優菜 豊田　悠斗
11 鼓ヶ浦ＡＣ 平田野中学校Ａ 千代崎中学校Ｂ 平田野中学校Ｂ 平田野中学校Ｂ

16:07 [11] 10:48 [11] 15:25 [11] 10:47 [11] 16:48 [11]
的羽　泰世 小川　喬右 菅原　巧人 野辺　尚暉 林　永一郎

12 白子中学校Ｂ 創徳中学校Ａ 大木中学校 大木中学校 白子中学校Ｂ
16:18 [12] 10:51 [12] 15:38 [12] 10:48 [12] 16:49 [12]

向井　遼太郎 佐藤　輝 伊藤　航希 荻野　朱音 北川　佑
13 亀山中部中学校 千代崎中学校Ｂ 創徳中学校野球部 千代崎中学校Ｂ 創徳中学校Ａ

16:21 [13] 10:53 [13] 15:42 [13] 11:18 [13] 17:19 [13]

２区 ３区１区 ４区 ５区

16:21 [13] 10:53 [13] 15:42 [13] 11:18 [13] 17:19 [13]
野嵜　匠 橋本　康佑 竹内　大起 伊藤　沙綾 小谷　奈々

14 千代崎中学校Ｂ 創徳中学校B 白子中学校Ｂ 神戸中学校女子 神戸中学校女子
16:24 [14] 11:19 [14] 15:42 [13] 11:20 [14] 17:42 [14]

加藤　裕幸 家崎　沙依 嘉柳　美優 大和田　祐馬 田嶋　柊太
15 平田野中学校Ｂ 神戸中学校女子 白鳥中学校女子 創徳中学校B 鼓ヶ浦ＡＣ

16:48 [15] 11:44 [15] 16:09 [15] 11:37 [15] 17:49 [15]
田中　佐也加 大津　雪菜 多井　翔暉 扇谷　結愛 稲垣　樹里

16 神戸中学校女子 亀山中部中学校 創徳中学校B 白鳥中学校女子 千代崎中学校Ｂ
16:59 [16] 11:49 [16] 16:29 [16] 11:39 [16] 17:58 [16]

鈴木　陸 堀田　愛恵 岡田　奏絵 平山　璃奈 高木　咲良
17 創徳中学校B 白鳥中学校女子 神戸中学校女子 亀山中部中学校 白鳥中学校女子

17:25 [17] 11:57 [17] 16:46 [17] 11:40 [17] 18:00 [17]
中條　七星 中谷　悠生 高橋　啓 出岡　泰典 新居　良平

18 白鳥中学校女子 鼓ヶ浦ＡＣ 鼓ヶ浦ＡＣ 鼓ヶ浦ＡＣ 創徳中学校B
17:31 [18] 12:17 [18] 16:49 [18] 13:50 [18] 18:21 [18]




