
第６３回　鈴鹿市内駅伝競走大会 区間記録一覧表 （中学校の部）

日時：平成２９年１月２９日(日)  場所：鈴鹿市一般道路

山中　秀真 高橋　颯真 芦生　陽紀 須股　草太 矢田　大誠
1 鼓ヶ浦中学校 平田野中学校　Ａ 大木中学校 平田野中学校　Ａ 大木中学校

13:56 [ 1]◎ 9:33 [ 1] 14:04 [ 1] 10:06 [ 1] 14:39 [ 1]
永洞　和季 水野　雄太 前田　琉偉 伊藤　瑠威 佐藤　祥真

2 白鳥中学校　Ａ 神戸中学校　Ａ 千代崎中学校　Ａ 白鳥中学校　Ａ 平田野中学校　Ａ
14:09 [ 2] 9:57 [ 2] 14:14 [ 2] 10:12 [ 2] 15:02 [ 2]

木村　優心 広瀬　貴也 澤潟　拓海 長濵　尚汰 秋田　大道
3 神戸中学校　Ａ 白鳥中学校　Ａ 平田野中学校　Ａ 白子中学校　Ａ 神戸中学校　Ａ

14:09 [ 3] 9:58 [ 3] 14:31 [ 3] 10:16 [ 3] 15:24 [ 3]
加藤　祐介 竹野　　連 澤井　泰輝 米村　壮央 眞弓　諒也

4 白子中学校　Ａ 大木中学校 白鳥中学校　Ａ 大木中学校 白鳥中学校　Ａ
14:27 [ 4] 10:03 [ 4] 14:37 [ 4] 10:22 [ 4] 15:43 [ 4]

田中　秀太 福田　英明 黒木　涼平 大庭　季樹 近藤　嶺行
5 大木中学校 白子中学校　Ａ 鼓ヶ浦中学校 千代崎中学校　Ａ 鼓ヶ浦中学校

14:29 [ 5] 10:15 [ 5] 14:53 [ 5] 10:41 [ 5] 15:53 [ 5]
入江　栞汰 加藤　恭吾 鈴木　琢斗 浅川　怜央 上野　康志郎

6 平田野中学校　Ａ 白子中学校　Ｂ 白子中学校　Ａ 鼓ヶ浦中学校 白子中学校　Ａ
14:31 [ 6] 10:23 [ 6] 14:56 [ 6] 10:44 [ 6] 15:56 [ 6]

藤本　拓弥 中村　湧大 奈須　愛斗 髙野　光希 別府　理来
7 千代崎中学校　Ａ 白鳥中学校　Ｂ 創徳中学校陸上競技部 白子中学校　Ｂ 亀山中部中

14:52 [ 7] 10:29 [ 7] 15:20 [ 7] 10:49 [ 7] 16:00 [ 7]
黒田　貴也 増田　温斗 後藤　開 植村　友斗 上原　大河

8 鈴峰中 創徳中学校陸上競技部 神戸中学校　Ａ 神戸中学校　Ａ 千代崎中学校　Ａ
15:35 [ 8] 10:34 [ 8] 15:34 [ 8] 10:52 [ 8] 16:09 [ 8]

髙江　隼矢 久保田　愛衣 鍋島　常喜 今井　一志 坂本　栞菜
9 神戸中学校　Ｂ 鼓ヶ浦中学校 白鳥中学校　Ｂ 創徳中学校陸上競技部 白子中学校　Ｂ

15:37 [ 9] 11:06 [ 9] 15:39 [ 9] 10:55 [ 9] 16:28 [ 9]
川北　健斗 奥林　　凜 吉澤　琉伊 甲斐　礼乃 伊藤　裕来

10 白鳥中学校　Ｂ 千代崎中学校　Ａ 白子中学校　Ｂ 神戸中学校　Ｂ 白鳥中学校　Ｂ
15:46 [10] 11:11 [10] 15:40 [10] 10:59 [10] 16:28 [ 9]

笠木　琉聖 青山　慎弥 川出　翔 宮村　航河 後藤　樹
11 創徳中学校陸上競技部 鈴峰中 亀山中部中 白鳥中学校　Ｃ 創徳中学校陸上競技部

15:51 [11] 11:18 [11] 16:02 [11] 11:12 [11] 16:54 [11]
中西　佑太 須股　莉子 阿部　遥 南部　翔 福市　彩香

12 白子中学校　Ｂ 平田野中学校　Ｂ 平田野中学校　Ｂ 白鳥中学校　Ｂ 神戸中学校　Ｂ
16:31 [12] 11:32 [12] 16:35 [12] 11:16 [12] 17:06 [12]

林　　聡真 碓井　彩香 太田　圭紀 窪田　和真 佐野　颯飛
13 千代崎中学校　Ｂ 白鳥中学校　Ｃ 鈴峰中 鈴峰中 白鳥中学校　Ｃ

16:40 [13] 11:32 [12] 16:38 [13] 11:21 [13] 17:10 [13]
三浦　綾香 櫻井　優花 小菅　楓真 町野　佐奈具 米川　立馬

14 亀山中部中 亀山中部中 千代崎中学校　Ｂ 亀山中部中 平田野中学校　Ｂ
17:20 [14] 11:48 [14] 16:59 [14] 11:46 [14] 17:16 [14]

櫻井　登馬 北川　日菜 伊藤　すずな 小松　由奈 村部　陸翔
15 平田野中学校　Ｂ 神戸中学校　Ｂ 神戸中学校　Ｂ 千代崎中学校　Ｂ 鈴峰中

17:28 [15] 11:49 [15] 17:10 [15] 12:10 [15] 17:18 [15]
稲田　想 村井　　彩 須崎雄二郎 趙　　響紀 佐々木　零

16 白鳥中学校　Ｃ 千代崎中学校　Ｂ 千代崎中学校　Ｃ 千代崎中学校　Ｃ 千代崎中学校　Ｃ
17:36 [16] 13:23 [16] 17:35 [16] 12:32 [16] 17:39 [16]

弓削　隼大 前川　渚月 関根　志穂 岩崎　こころ 宮﨑　優果
17 千代崎中学校　Ｃ 千代崎中学校　Ｃ 白鳥中学校　Ｃ 平田野中学校　Ｂ 千代崎中学校　Ｂ

17:38 [17] 13:47 [17] 17:49 [17] 12:41 [17] 21:01 [17]
◎：区間新 ○：区間タイ  三重陸上競技協会情報部
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