
第55回桑名市市民駅伝 区間記録一覧表

1
10:12 [ 1] 3:37 [ 1] 9:04 [ 1] 9:21 [ 1] 10:40 [ 1]

2
10:31 [ 2] 3:40 [ 2] 9:05 [ 2] 9:33 [ 2] 10:55 [ 2]

3
10:36 [ 3] 3:57 [ 3] 9:32 [ 3] 9:42 [ 3] 11:21 [ 3]

水谷　右京 水谷　幸司
4 いなべ総合学園高校Ｂ 光風中学校（男子２） 多度中 ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ．

10:37 [ 4] 4:00 [ 4] 10:26 [ 4] 9:58 [ 4] 11:35 [ 4]
八手幡　大輔 﨑村　晃弥 柴田　大輝 加藤　元紀 餅井　颯太

5 Ｍ＆Ｆ ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． いなべ総合ＯＢ 桑名工業高等学校Ａ 正和中
10:44 [ 5] 4:09 [ 5] 10:31 [ 5] 10:06 [ 5] 11:55 [ 5]

市川　航大 水野　由博 橡尾　維人 望月　健吾 黒川　楓太
6 Ｔ．Ｇ．Ｋ 光精工Ａチーム 光風中学校（男子１） ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． いなべ総合学園高校Ａ

10:45 [ 6] 4:18 [ 6] 10:33 [ 6] 10:10 [ 6] 12:16 [ 6]
堤　直紀 鈴木　颯太 加藤　光騎 舩倉　歩叶 遠藤　黎

7 桑名走友会Ａ 多度中 多度中 光風中学校（男子１） 光風中学校（男子１）
10:47 [ 7] 4:27 [ 7] 10:39 [ 7] 10:54 [ 7] 12:18 [ 7]

北川　瑠應 清水　夏樹 佐藤　桜士朗 中村　航大 水谷　真奈也
8 ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． 昔いな総長距離 陵成Ａ 陽和中 アヒル隊

10:55 [ 8] 4:29 [ 8] 10:40 [ 8] 10:54 [ 7] 12:35 [ 8]
前野　孔也 横谷　亮 棚橋　昴生 平野　幸次 星　育実

9 いなべ総合学園高校Ａ ５レンジャー 光精工Ａチーム 光精工Ａチーム パンダ隊
11:05 [ 9] 4:29 [ 8] 11:02 [ 9] 10:55 [ 9] 12:36 [ 9]

熊谷　有修 河野　風雅 田中　大輔 内田　昌宏 廣田　勝文
10 多度中 陽和中 大山田東小おやじの会 多度グリーンファーム ５レンジャー

11:16 [10] 4:32 [10] 11:12 [10] 10:55 [ 9] 12:53 [10]
谷崎　英紀 高木　翔 青井　智哉 坂本　達矢 余語　雄一

11 ５レンジャー 正和中 陵成Ｂ ５レンジャー 光精工Ａチーム
12:13 [11] 4:34 [11] 11:24 [11] 11:19 [11] 12:55 [11]

加藤　颯真 岡本　治也 安藤　颯真 吉田　伊吹 渥美　正隆
12 光風中学校（男子１） 光風中学校（男子１） 桑名工業高等学校Ａ 正和中 初雪ＲＣ

12:35 [12] 4:35 [12] 11:24 [11] 11:21 [12] 12:58 [12]
渡邉　敬洋 小玉　駿介 髙須　大晟 中西　将揮 鷹取　直宏

13 光風中学校（男子２） 光風中学校（男子２） 正和中 昔いな総長距離 イナティ
12:38 [13] 4:36 [13] 11:28 [13] 11:33 [13] 13:03 [13]

長谷川　幹人 吉岡　旬 伊藤　秀那 佐藤　樹希 森下　雄登
14 陽和中 陵成Ａ 陽和中 陵成Ａ 昔いな総長距離

12:48 [14] 4:46 [14] 11:30 [14] 11:45 [14] 13:04 [14]
伊藤　彰英 林　奏佑 髙見　孝一 矢谷　克己 川瀬　樹

15 弁天スターズ 陵成Ｂ ５レンジャー いなべ総合ＯＢ いなべ総合ＯＢ
13:00 [15] 4:47 [15] 11:31 [15] 11:47 [15] 13:06 [15]

佐藤　知弘 小森　伸彦 守山　侑那 山王　駿 上野　雄翔
16 イナティ 桑名三重信用金庫サッカー部② 多度中 光風中学校（男子２） 多度中

13:01 [16] 4:48 [16] 11:48 [16] 12:07 [16] 13:11 [16]
松永　蒼空 男澤　忠宣 古川　栄貴 恒川　真一 河野　和真

17 陵成Ａ 教職員ジョギング愛好会 桑名三重信用金庫サッカー部② パンダ隊 光風中学校（男子２）
13:05 [17] 4:48 [16] 11:49 [17] 12:21 [17] 13:14 [17]

林　祐也 高木　唯杏 村田　康隆 チャンフェローニ　ダビデ 北岡　拓真
18 桑名三重信用金庫サッカー部② 桑名工業高等学校Ａ アヒル隊 アヒル隊 陵成Ｂ

13:10 [18] 4:50 [18] 11:51 [18] 12:29 [18] 13:20 [18]
田中　拓海 水野　文椰 水谷　璃久 伊藤　哲久 内田　晴久

19 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ 光精工Ｃチーム 陵成Ａ
13:15 [19] 4:58 [19] 11:57 [19] 12:34 [19] 13:47 [19]

瀬古　将成 森川　紗那 鈴木　真哉 澤井　佑人 田原　優気
20 正和中 Ｍ＆Ｆ ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． 陵成Ｂ 陽和中

13:17 [20] 5:01 [20] 12:01 [20] 12:37 [20] 14:00 [20]
大山　礼 藤田　結愛 遠藤　恭子 八手幡　有希 小林　和馬

21 陵成Ｂ 陵成Ａ Ｍ＆Ｆ Ｍ＆Ｆ 桑名工業高等学校Ａ
13:29 [21] 5:08 [21] 12:18 [21] 12:56 [21] 14:03 [21]

鈴木　英至 打田　謙二 上島　珠乃 渡邊　綺咲 清水　輝彦
22 アヒル隊 アヒル隊 陵成Ａ 陵成Ａ 弁天スターズ

13:33 [22] 5:09 [22] 12:19 [22] 13:06 [22] 14:09 [22]
岡部　沙優 浦泉　元希 小林　育夫 山本　來輝 服部　孝星

23 光風中学校（女子） しいたけ屋さん 桑名走友会Ａ 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ
13:35 [23] 5:11 [23] 12:27 [23] 13:07 [23] 14:16 [23]

伊藤　直 平野　希和 駒田　杏奈 高川　莉緒 前橋　卓和
24 桑名工業高等学校Ａ 多度中 正和中 多度中 桑名三重信用金庫サッカー部②

13:38 [24] 5:16 [24] 12:34 [24] 13:23 [24] 14:22 [24]
矢野　若葉 中西　菜乃映 鈴木　萌夏 吉崎　文隆 藤垣　聡司

25 いなべ総合学園高校 正和中 光風中学校（女子） 桑名三重信用金庫サッカー部② 桑名走友会Ａ
13:41 [25] 5:16 [24] 12:45 [25] 13:37 [25] 14:30 [25]

泉　瑚華 大路　日暖 米川　直希 坂越　敬親 南川　亮
26 多度中 光風中学校（女子） 教職員ジョギング愛好会 しいたけ屋さん 教職員ジョギング愛好会

14:01 [26] 5:21 [26] 12:46 [26] 13:37 [25] 14:32 [26]
横山　拓史 水谷　俊秀 牧田　卓也 荒木　久貴 伊藤　優来

27 教職員ジョギング愛好会 弁天スターズ しいたけ屋さん 初雪ＲＣ 光風中学校（女子）
14:23 [27] 5:23 [27] 12:48 [27] 13:37 [25] 15:01 [27]

北澤　博樹 久保田　悠華 小嶋　りな 山崎　愛衣 村田　昌俊
28 大山田東小おやじの会 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校 光風中学校（女子） 多度グリーンファーム

14:29 [28] 5:26 [28] 13:08 [28] 13:40 [28] 15:04 [28]
ヴ クアン ヴィン 小林　怜愛 大竹　伸和 佃　一樹 セルオド　ノミンオド

29 光精工Ｂチーム 陵成Ｂ Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ 陵成Ａ
14:34 [29] 5:27 [29] 13:16 [29] 13:43 [29] 15:34 [29]

富永　早登 斎藤　克尚 佐藤　くみ子 西脇　聖二 伊藤　成美
30 パンダ隊 初雪ＲＣ 桑名走友会Ｂ 弁天スターズ 正和中

14:45 [30] 5:33 [30] 13:19 [30] 13:54 [30] 16:07 [30]
高橋　侑大 水谷　浩介 伊藤　駿介 松岡　優芽 清野　直祐

31 しいたけ屋さん Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ 昔いな総長距離 正和中 大山田東小おやじの会
14:55 [31] 5:36 [31] 13:33 [31] 13:59 [31] 16:08 [31]

伊藤　りのは 森　一将 土井　岳史 長坂　俊秀 平野　美愛
32 正和中 光精工Ｂチーム 桑名三重信用金庫サッカー部① Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ いなべ総合学園高校

14:55 [32] 5:52 [32] 13:36 [32] 14:04 [32] 16:15 [32]
加藤　泰徳 田中　豊己 松井　勇樹 弓削　博靖 松岡　由樹

33 Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ 大山田東小おやじの会 弁天スターズ 光精工Ｂチーム 桑名走友会Ｂ
15:16 [33] 5:59 [33] 13:40 [33] 14:24 [33] 16:23 [33]

松田　航瑠 青木　海仁 高井　英行 和田　健治 山崎　有
34 Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ パンダ隊 初雪ＲＣ 桑名走友会Ａ しいたけ屋さん

15:18 [34] 6:09 [34] 13:58 [34] 14:26 [34] 16:46 [34]

Ｍ＆ＦＴ．Ｇ．Ｋ

小山　真生 渡邉　望夢
いなべ総合学園高校Ｂ

ハウク・マーリー　光輪

昔いな総長距離 Ｔ．Ｇ．Ｋ いなべ総合学園高校Ａ

石川　裕大 一色　遼大

村上　愛季 長江　定矢 髙岡　央斗 山下　洸 遠藤　優成

早川　裕希矢平野　伸幸 沼田　大輝
光精工Ａチーム いなべ総合学園高校Ａ Ｔ．Ｇ．Ｋ いなべ総合学園高校Ａ いなべ総合学園高校Ｂ

いなべ総合ＯＢ いなべ総合ＯＢ いなべ総合学園高校Ｂ いなべ総合学園高校Ｂ Ｔ．Ｇ．Ｋ
南部　幸裕 杉山　陽太 小川　心 吉田　悠斗 天野　正治

２区 ３区１区 ４区 ５区



第55回桑名市市民駅伝 区間記録一覧表

２区 ３区１区 ４区 ５区

北岡　剛 中村　文也 加藤　慎也 須川　浩志 堀　可子
35 光精工Ｃチーム 多度グリーンファーム 桑名三重信用金庫サッカー部③ 大山田東小おやじの会 マミーズ

15:27 [35] 6:13 [35] 14:00 [35] 14:31 [35] 17:12 [35]
尾崎　和彦 山本　香葉 重本　忍 瀬古　俊樹 水谷　将

36 多度グリーンファーム マミーズ イナティ 桑名三重信用金庫サッカー部③ Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ
15:28 [36] 6:22 [36] 14:07 [36] 14:43 [36] 17:15 [36]

渡邊　あゆみ 水谷　恵理子 伊藤　洋貴 井上　恵唯菜 布藤　悠理
37 マミーズ 桑名走友会Ｂ 光精工Ｂチーム 陵成Ｂ 陵成Ｂ

15:45 [37] 6:27 [37] 14:45 [37] 15:11 [37] 17:16 [37]
嶋田　有紗 若山　恵 吉田　輝生 由留出　圭太 斎木　富夫

38 陵成Ａ イナティ 多度グリーンファーム 教職員ジョギング愛好会 桑名三重信用金庫サッカー部③
16:01 [38] 6:32 [38] 15:12 [38] 15:17 [38] 17:35 [38]

小川　智美 武田　優斗 森本　友子 伊澤　愛莉 橋本　陽愛
39 桑名走友会Ｂ 桑名三重信用金庫サッカー部③ パンダ隊 いなべ総合学園高校 多度中

16:19 [39] 6:39 [39] 15:14 [39] 15:21 [39] 17:58 [39]
後藤　遥花 斉藤　正美 白川　楓 吉田　京子 佐々木　博美

40 陵成Ｂ 桑名走友会Ａ 陵成Ｂ 桑名走友会Ｂ Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ
17:30 [40] 6:41 [40] 15:25 [40] 15:35 [40] 18:30 [40]

山下　光俊 遠山　崇 岡田　律子 加藤　順子 加藤　彰
41 桑名三重信用金庫サッカー部① 光精工Ｃチーム Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ イナティ 桑名三重信用金庫サッカー部①

17:33 [41] 6:41 [40] 16:21 [41] 15:54 [41] 18:35 [41]
武田　保彦 日沖　雅彦 諸岡　兼也 赤木　みどり 河瀬　隆之

42 初雪ＲＣ 桑名三重信用金庫サッカー部① 光精工Ｃチーム マミーズ 光精工Ｃチーム
17:42 [42] 6:52 [42] 16:31 [42] 16:20 [42] 18:57 [42]

生川　真也 寺倉　万祐子 水谷　仁美 白山　晋大郎 ホー ディン ウィエン
43 桑名三重信用金庫サッカー部③ Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ マミーズ 桑名三重信用金庫サッカー部① 光精工Ｂチーム

18:08 [43] 7:46 [43] 18:00 [43] 16:51 [43] 19:22 [43]



第55回桑名市市民駅伝 部門別区間記録一覧表

  

平野　伸幸 水野　由博 棚橋　昴生 平野　幸次 水谷　真奈也
1 光精工Ａチーム 光精工Ａチーム 光精工Ａチーム 光精工Ａチーム アヒル隊

10:31 [ 1] 4:18 [ 1] 11:02 [ 1] 10:55 [ 1] 12:35 [ 1]
佐藤　知弘 小森　伸彦 田中　大輔 恒川　真一 星　育実

2 イナティ 桑名三重信用金庫サッカー部② 大山田東小おやじの会 パンダ隊 パンダ隊
13:01 [ 2] 4:48 [ 2] 11:12 [ 2] 12:21 [ 2] 12:36 [ 2]

林　祐也 打田　謙二 古川　栄貴 チャンフェローニ　ダビデ 余語　雄一
3 桑名三重信用金庫サッカー部② アヒル隊 桑名三重信用金庫サッカー部② アヒル隊 光精工Ａチーム

13:10 [ 3] 5:09 [ 3] 11:49 [ 3] 12:29 [ 3] 12:55 [ 3]
鈴木　英至 斎藤　克尚 村田　康隆 伊藤　哲久 渥美　正隆

4 アヒル隊 初雪ＲＣ アヒル隊 光精工Ｃチーム 初雪ＲＣ
13:33 [ 4] 5:33 [ 4] 11:51 [ 4] 12:34 [ 4] 12:58 [ 4]

北澤　博樹 水谷　浩介 大竹　伸和 吉崎　文隆 鷹取　直宏
5 大山田東小おやじの会 Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ 桑名三重信用金庫サッカー部② イナティ

14:29 [ 5] 5:36 [ 5] 13:16 [ 5] 13:37 [ 5] 13:03 [ 5]
ヴ クアン ヴィン 森　一将 土井　岳史 荒木　久貴 前橋　卓和

6 光精工Ｂチーム 光精工Ｂチーム 桑名三重信用金庫サッカー部① 初雪ＲＣ 桑名三重信用金庫サッカー部②
14:34 [ 6] 5:52 [ 6] 13:36 [ 6] 13:37 [ 5] 14:22 [ 6]

富永　早登 田中　豊己 高井　英行 佃　一樹 清野　直祐
7 パンダ隊 大山田東小おやじの会 初雪ＲＣ Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ 大山田東小おやじの会

14:45 [ 7] 5:59 [ 7] 13:58 [ 7] 13:43 [ 7] 16:08 [ 7]
加藤　泰徳 青木　海仁 加藤　慎也 長坂　俊秀 水谷　将

8 Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ パンダ隊 桑名三重信用金庫サッカー部③ Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ
15:16 [ 8] 6:09 [ 8] 14:00 [ 8] 14:04 [ 8] 17:15 [ 8]

松田　航瑠 若山　恵 重本　忍 弓削　博靖 斎木　富夫
9 Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ イナティ イナティ 光精工Ｂチーム 桑名三重信用金庫サッカー部③

15:18 [ 9] 6:32 [ 9] 14:07 [ 9] 14:24 [ 9] 17:35 [ 9]
北岡　剛 武田　優斗 伊藤　洋貴 須川　浩志 佐々木　博美

10 光精工Ｃチーム 桑名三重信用金庫サッカー部③ 光精工Ｂチーム 大山田東小おやじの会 Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ
15:27 [10] 6:39 [10] 14:45 [10] 14:31 [10] 18:30 [10]

山下　光俊 遠山　崇 森本　友子 瀬古　俊樹 加藤　彰
11 桑名三重信用金庫サッカー部① 光精工Ｃチーム パンダ隊 桑名三重信用金庫サッカー部③ 桑名三重信用金庫サッカー部①

17:33 [11] 6:41 [11] 15:14 [11] 14:43 [11] 18:35 [11]
武田　保彦 日沖　雅彦 岡田　律子 加藤　順子 河瀬　隆之

12 初雪ＲＣ 桑名三重信用金庫サッカー部① Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ イナティ 光精工Ｃチーム
17:42 [12] 6:52 [12] 16:21 [12] 15:54 [12] 18:57 [12]

生川　真也 寺倉　万祐子 諸岡　兼也 白山　晋大郎 ホー ディン ウィエン
13 桑名三重信用金庫サッカー部③ Ｔｅａｍ　Ｆｉｒｓｔ 光精工Ｃチーム 桑名三重信用金庫サッカー部① 光精工Ｂチーム

18:08 [13] 7:46 [13] 16:31 [13] 16:51 [13] 19:22 [13]

　 

小山　真生 早川　裕希矢 小川　心 吉田　悠斗 一色　遼大
1 いなべ総合学園高校Ｂ いなべ総合学園高校Ａ いなべ総合学園高校Ｂ いなべ総合学園高校Ｂ いなべ総合学園高校Ｂ

10:37 [ 1] 3:40 [ 1] 9:04 [ 1] 9:21 [ 1] 10:55 [ 1]
前野　孔也 渡邉　望夢 髙岡　央斗 石川　裕大 黒川　楓太

2 いなべ総合学園高校Ａ いなべ総合学園高校Ｂ いなべ総合学園高校Ａ いなべ総合学園高校Ａ いなべ総合学園高校Ａ
11:05 [ 2] 4:00 [ 2] 9:32 [ 2] 9:33 [ 2] 12:16 [ 2]

田中　拓海 水野　文椰 水谷　璃久 山本　來輝 服部　孝星
3 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ 桑名工業高等学校Ｂ

13:15 [ 3] 4:58 [ 3] 11:57 [ 3] 13:07 [ 3] 14:16 [ 3]

熊谷　有修 鈴木　颯太 水谷　右京 ハウク・マーリー　光輪 餅井　颯太
1 多度中 多度中 光風中学校（男子２） 多度中 正和中

11:16 [ 1] 4:27 [ 1] 10:26 [ 1] 9:58 [ 1] 11:55 [ 1]
加藤　颯真 河野　風雅 橡尾　維人 舩倉　歩叶 遠藤　黎

2 光風中学校（男子１） 陽和中 光風中学校（男子１） 光風中学校（男子１） 光風中学校（男子１）
12:35 [ 2] 4:32 [ 2] 10:33 [ 2] 10:54 [ 2] 12:18 [ 2]

渡邉　敬洋 高木　翔 加藤　光騎 中村　航大 上野　雄翔
3 光風中学校（男子２） 正和中 多度中 陽和中 多度中

12:38 [ 3] 4:34 [ 3] 10:39 [ 3] 10:54 [ 2] 13:11 [ 3]
長谷川　幹人 岡本　治也 佐藤　桜士朗 吉田　伊吹 河野　和真

4 陽和中 光風中学校（男子１） 陵成Ａ 正和中 光風中学校（男子２）
12:48 [ 4] 4:35 [ 4] 10:40 [ 4] 11:21 [ 4] 13:14 [ 4]

松永　蒼空 小玉　駿介 青井　智哉 佐藤　樹希 北岡　拓真
5 陵成Ａ 光風中学校（男子２） 陵成Ｂ 陵成Ａ 陵成Ｂ

13:05 [ 5] 4:36 [ 5] 11:24 [ 5] 11:45 [ 5] 13:20 [ 5]
瀬古　将成 吉岡　旬 髙須　大晟 山王　駿 内田　晴久

6 正和中 陵成Ａ 正和中 光風中学校（男子２） 陵成Ａ
13:17 [ 6] 4:46 [ 6] 11:28 [ 6] 12:07 [ 6] 13:47 [ 6]

大山　礼 林　奏佑 伊藤　秀那 澤井　佑人 田原　優気
7 陵成Ｂ 陵成Ｂ 陽和中 陵成Ｂ 陽和中

13:29 [ 7] 4:47 [ 7] 11:30 [ 7] 12:37 [ 7] 14:00 [ 7]

４区 ５区

一般の部

１区 ２区 ３区

高校男子の部

1区 ２区 ３区 ４区 ５区

中学男子の部

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
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岡部　沙優 藤田　結愛 守山　侑那 渡邊　綺咲 伊藤　優来
1 光風中学校（女子） 陵成Ａ 多度中 陵成Ａ 光風中学校（女子）

13:35 [ 1] 5:08 [ 1] 11:48 [ 1] 13:06 [ 1] 15:01 [ 1]
泉　瑚華 平野　希和 上島　珠乃 高川　莉緒 セルオド　ノミンオド

2 多度中 多度中 陵成Ａ 多度中 陵成Ａ
14:01 [ 2] 5:16 [ 2] 12:19 [ 2] 13:23 [ 2] 15:34 [ 2]

伊藤　りのは 中西　菜乃映 駒田　杏奈 山崎　愛衣 伊藤　成美
3 正和中 正和中 正和中 光風中学校（女子） 正和中

14:55 [ 3] 5:16 [ 2] 12:34 [ 3] 13:40 [ 3] 16:07 [ 3]
嶋田　有紗 大路　日暖 鈴木　萌夏 松岡　優芽 布藤　悠理

4 陵成Ａ 光風中学校（女子） 光風中学校（女子） 正和中 陵成Ｂ
16:01 [ 4] 5:21 [ 4] 12:45 [ 4] 13:59 [ 4] 17:16 [ 4]

後藤　遥花 小林　怜愛 白川　楓 井上　恵唯菜 橋本　陽愛
5 陵成Ｂ 陵成Ｂ 陵成Ｂ 陵成Ｂ 多度中

17:30 [ 5] 5:27 [ 5] 15:25 [ 5] 15:11 [ 5] 17:58 [ 5]

矢野　若葉 久保田　悠華 小嶋　りな 伊澤　愛莉 平野　美愛
1 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校

13:41 [ 1] 5:26 [ 1] 13:08 [ 1] 15:21 [ 1] 16:15 [ 1]
渡邊　あゆみ 山本　香葉 水谷　仁美 赤木　みどり 堀　可子

2 マミーズ マミーズ マミーズ マミーズ マミーズ
15:45 [ 2] 6:22 [ 2] 18:00 [ 2] 16:20 [ 2] 17:12 [ 2]

南部　幸裕 杉山　陽太 沼田　大輝 山下　洸 天野　正治
1 いなべ総合ＯＢ いなべ総合ＯＢ Ｔ．Ｇ．Ｋ Ｔ．Ｇ．Ｋ Ｔ．Ｇ．Ｋ

10:12 [ 1] 3:37 [ 1] 9:05 [ 1] 9:42 [ 1] 10:40 [ 1]
村上　愛季 長江　定矢 柴田　大輝 加藤　元紀 遠藤　優成

2 昔いな総長距離 Ｔ．Ｇ．Ｋ いなべ総合ＯＢ 桑名工業高等学校Ａ Ｍ＆Ｆ
10:36 [ 2] 3:57 [ 2] 10:31 [ 2] 10:06 [ 2] 11:21 [ 2]

八手幡　大輔 﨑村　晃弥 安藤　颯真 望月　健吾 水谷　幸司
3 Ｍ＆Ｆ ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． 桑名工業高等学校Ａ ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ．

10:44 [ 3] 4:09 [ 3] 11:24 [ 3] 10:10 [ 3] 11:35 [ 3]
市川　航大 清水　夏樹 髙見　孝一 内田　昌宏 廣田　勝文

4 Ｔ．Ｇ．Ｋ 昔いな総長距離 ５レンジャー 多度グリーンファーム ５レンジャー
10:45 [ 4] 4:29 [ 4] 11:31 [ 4] 10:55 [ 4] 12:53 [ 4]

堤　直紀 横谷　亮 鈴木　真哉 坂本　達矢 森下　雄登
5 桑名走友会Ａ ５レンジャー ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． ５レンジャー 昔いな総長距離

10:47 [ 5] 4:29 [ 4] 12:01 [ 5] 11:19 [ 5] 13:04 [ 5]
北川　瑠應 男澤　忠宣 遠藤　恭子 中西　将揮 川瀬　樹

6 ＳＦＤ　Ｒ．Ｃ． 教職員ジョギング愛好会 Ｍ＆Ｆ 昔いな総長距離 いなべ総合ＯＢ
10:55 [ 6] 4:48 [ 6] 12:18 [ 6] 11:33 [ 6] 13:06 [ 6]

谷崎　英紀 高木　唯杏 小林　育夫 矢谷　克己 小林　和馬
7 ５レンジャー 桑名工業高等学校Ａ 桑名走友会Ａ いなべ総合ＯＢ 桑名工業高等学校Ａ

12:13 [ 7] 4:50 [ 7] 12:27 [ 7] 11:47 [ 7] 14:03 [ 7]
伊藤　彰英 森川　紗那 米川　直希 八手幡　有希 清水　輝彦

8 弁天スターズ Ｍ＆Ｆ 教職員ジョギング愛好会 Ｍ＆Ｆ 弁天スターズ
13:00 [ 8] 5:01 [ 8] 12:46 [ 8] 12:56 [ 8] 14:09 [ 8]

伊藤　直 浦泉　元希 牧田　卓也 坂越　敬親 藤垣　聡司
9 桑名工業高等学校Ａ しいたけ屋さん しいたけ屋さん しいたけ屋さん 桑名走友会Ａ

13:38 [ 9] 5:11 [ 9] 12:48 [ 9] 13:37 [ 9] 14:30 [ 9]
横山　拓史 水谷　俊秀 佐藤　くみ子 西脇　聖二 南川　亮

10 教職員ジョギング愛好会 弁天スターズ 桑名走友会Ｂ 弁天スターズ 教職員ジョギング愛好会
14:23 [10] 5:23 [10] 13:19 [10] 13:54 [10] 14:32 [10]

高橋　侑大 中村　文也 伊藤　駿介 和田　健治 村田　昌俊
11 しいたけ屋さん 多度グリーンファーム 昔いな総長距離 桑名走友会Ａ 多度グリーンファーム

14:55 [11] 6:13 [11] 13:33 [11] 14:26 [11] 15:04 [11]
尾崎　和彦 水谷　恵理子 松井　勇樹 由留出　圭太 松岡　由樹

12 多度グリーンファーム 桑名走友会Ｂ 弁天スターズ 教職員ジョギング愛好会 桑名走友会Ｂ
15:28 [12] 6:27 [12] 13:40 [12] 15:17 [12] 16:23 [12]

小川　智美 斉藤　正美 吉田　輝生 吉田　京子 山崎　有
13 桑名走友会Ｂ 桑名走友会Ａ 多度グリーンファーム 桑名走友会Ｂ しいたけ屋さん

16:19 [13] 6:41 [13] 15:12 [13] 15:35 [13] 16:46 [13]

中学女子の部

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

一般女子の部

チャレンジの部

１区 ２区 ３区 ４区 ５区


