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都道府県対抗駅伝

～男子31位，女子23位～！

第２５回全国都道府県対抗女子駅伝が１月１４日(日)が京都で，第１２回全国都道府県対抗男子駅伝

が１月２１日(日)に広島で開催されました。女子は２時間２１分０８秒で２３位，男子は２時間２４分

５２秒で３１位という成績を残しました。

かつて，三重県チームの一員として活躍された，アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野

口みずき(宇治山田商業出身，現シスメックス)選手も，三重県チームの激励に訪れ，若い選手にとって

は大きな励みになったことと思います。また，今回出場した選手の中からも，将来日本を代表するよう

な選手が誕生してくれることと，三重県チームがさらにレベルアップしてくれることを期待したいと思

います。

第２５回都道府県対抗女子駅伝大会 結果

総合 ２３位 ２時間２１分０８秒

１区(６㎞) 尾西 美咲(積水化学)○ １９分５３秒 １５位 区間１５位ふ

２区(４㎞) 小川 彩香(デンソー) １３分０６秒 ２１位 区間２３位

３区(３㎞) 森田菜津紀(倉田山中) １０分２６秒 ３０位 区間４２位

４区(４㎞) 笹田阿由美(デンソー) １３分２１秒 ２５位 区間１４位

５区( ㎞) 畑 沙也加(宇治山田商高)１３分３６秒 ２１位 区間 ９位4.1075

６区( ㎞) 田渕ひとみ(津商高) １３分３２秒 ２４位 区間２９位4.0875

７区(４㎞) 小坂 奈央(津商高) １２分５４秒 １９位 区間 ９位

８区(３㎞) 有松 冴(亀山中部中) １１分０１秒 ２２位 区間３５位

９区( ㎞) 加藤あすか(デンソー) ３３分１９秒 ２３位 区間２３位10

※ ○はふるさと選手ふ

第１２回都道府県対抗男子駅伝大会 結果

総合 ３１位 ２時間２４分５２秒

１区( ㎞) 井上 翔太(上野工高) ２０分４８秒 ３０位 区間３０位7.0

２区( ㎞) 春園 功太(亀山中部中) ９分１７秒 ３５位 区間４５位3.0

３区( ㎞) 山下 直紀(ＮＴＮ) ２５分０６秒 ３９位 区間３５位8.5

４区( ㎞) 福島 慎也(稲生高) １５分０６秒 ３６位 区間２６位5.0

５区( ㎞) 中田 剛司(三重高) ２６分２８秒 ３５位 区間３１位8.5

６区( ㎞) 松本 賢太(橋南中) ９分１３秒 ３１位 区間１６位3.0

７区( ㎞) 仲野 旭彦(愛三工業)○ ３８分５４秒 ３１位 区間１８位13.0 ふ

※ ○はふるさと選手ふ



小学生陸上教室 開催
日本陸上競技連盟主催の「三重県陸上競技教室」を，３月１８日(日)三重県営陸上競技場で開催し

ます。日本陸連からも講師をお招きし，価値ある内容になっています。

小学生アスリートのみなさん。ふるってご参加下さい。

※ 詳細は，三重陸協ホームページ( )をご覧下さい。URL:http://mierk.jp

駅伝全国大会 三重県代表・県内チームの結果

平成 年 月 日 京都市男子第 回・女子第 回 全国高校駅伝大会57 18 18 12 24
○ 男子 上野工業高校 （３年連続１８回目） 総合 ２時間１１分２９秒 ４０位

１区( ) 井上 翔太 ( 年) ３０分４６秒 ２８位 区間２８位10.0km 2
２区( ) 金沢 裕幸 ( 年) ８分５１秒 ３４位 区間４２位3.0km 2
３区( ) 田中 勝大 ( 年) ２６分４１秒 ４３位 区間４４位8.1075km 1
４区( ) 森 悠太 ( 年) ２５分０７秒 ４２位 区間３８位8.0875km 2

５区( ) 川村 幸夫 ( 年) ９分３６秒 ４１位 区間４０位3.0km 2
６区( ) 竹岡 慎也 ( 年) １５分２５秒 ４１位 区間３２位5.0km 1
７区( ) 青 優太 ( 年) １５分０３秒 ４０位 区間３０位5.0km 3

○ 女子 津商業高校 (初出場) 総合 １時間１２分３２秒 第３４位

１区( ) 小坂 奈央( 年) ２０分４５秒 ３３位 区間３３位6.0km 3
２区( ) 田渕ひとみ( 年) １３分５３秒 ３０位 区間２２位4.0975km 2
３区( ) 伊藤 ふき( 年) １０分４０秒 ３３位 区間４４位3.0km 1

４区( ) 川北ほなみ( 年) １０分０７秒 ３２位 区間３３位3.0km 1
５区( ) 山下亜津沙( 年) １７分０７秒 ３４位 区間３６位5.0km 2

平成 年 月 日 山口県･ｾﾐﾅｰﾊﾟｰｸ第 回 全国中学校駅伝大会14 18 12 16
○ 男子 亀山中部中学校 ( 年ぶり３回目) 総合 ５９分３７秒 ３０位11

６区間 １８㎞ (３㎞－３㎞－３㎞－３㎞－３㎞－３㎞)

春園功太－原 卓哉－大脇拓哉－田中翔也－鵜飼真士－宮崎彰顕

○ 女子 陵成中学校 (２年連続２回目) 総合 ４５分４５秒 ４０位

５区間 １２㎞ (３㎞－２㎞－２㎞－２㎞－３㎞)

真野果林－佐口ゆう－伊藤実紗－山田陽子－藤崎亜依

平成 年 月 日 群馬県庁発第 回 全日本実業団対抗駅伝51 19 1 1
７区間 １００㎞ ( ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞)12.3 22 11.8 10.5 15.9 11.8 15.7

○ ＮＴＮ 総合 ４時間５４分３１秒 ２４位

Ｊ ムワンギ－北岡幸浩－梅枝裕吉－小林史和－山下直紀－春田真臣－長江定矢.

平成 年 月 日 岐阜第 回 全日本実業団対抗女子駅伝26 18 12 17
６区間 ４２．１９５㎞ ( ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞－ ㎞)6.6 3.3 10 4.1 11.6 6.595

○ デンソー 総合 ２時間１８分２９秒 １３位

宗正美海－丸毛静香－Ｍ ワンガリ－加藤あすか－若松育美－田辺かおり.


