
堀越奨平 (大淀) 堀越奨平 (明星) 堀木慎也 黒川祥吾 (上御糸) 松川　 亮 (明星) 小林覧斗 (斎宮)

(第58回) (第61回) (第43回) (第54回) (第62回) (第60回)
2015年 2018年 2000年 2011年 2019年 2017年

中川　  瞭
(あの頃の輝き
をもう一度。) 逵　　雅基

(ウイニングラン
レッド) 山田侑矢

(三重県庁
ＡＣ)

山田侑矢
(三重県庁

ＡＣ)
逵　  彰太

(ウイニングラン
ブルー) 羽根正樹

(第60回) (第60回) (第61回) (第58回) (第58回) (第45回)
2017年 2017年 2018年 2015年 2015年 2002年

羽山北斗 (陸上部) 辻　慎太郎 (陸上部) 乾　　颯人 (陸上部) 辻　　雄汰 (陸上部) 新谷天元 (陸上部) 乾　　颯人 (陸上部)

(第59回) (第59回) (第53回) (第53回) (第53回) (第54回)
2016年 2016年 2010年 2010年 2010年 2011年

橘　　萌香 (陸上部
女子A) 渡辺あい (陸上部女子B) 中川真友 (陸上部女子) 小倉璃子 (陸上部女子B) 太田美唯菜 (陸上部女子B) 小山いこい (陸上部女子B)

(第62回) (第62回) (第61回) (第62回) (第62回) (第62回)
2019年 2019年 2018年 2019年 2019年 2019年

浅井鈴香 (陸上部) 北出若菜 (陸上部) 澤村菜乃 (陸上部) 西口陽菜 (陸上部) 西岡由衣 (女子バスケＢ) 森田美月 (女子バスケＣ)

(第59回) (第59回) (第59回) (第59回) (第56回) (第56回)
2016年 2016年 2016年 2016年 2013年 2013年

明和町駅伝大会　大会記録

総合記録

地区対抗
明星 (第62回)

2019年

1：10：49

オープン
久居自衛隊 (第53回)

2010年

1：03：09

中学生男子
陸上部　Ａ (第53回)

2010年

1：08：11

レディース
陸上部女子 (第61回)

2018年

1：32：33

中学生女子
陸上部女子 (第59回)

2016年

1：19：54

6区
３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

区間記録
1区 2区 3区 4区 5区

05：31

オープン

10：05 10：14 11：53 13：16 09：18 05：16

地区対抗

11：01 10：29 13：00 14：40 10：05

05：42

レディース

13：59 14：16 17：19 19：49 12：05 07：57

中学生男子

11：13 11：14 13：59 15：05 10：10

06：56
中学生女子

13：53 13：02 15：09 16：59 11：56



第62回

2019年

第61回

2018年

第60回

2017年

第59回

2016年

第58回

2015年

第57回

2014年

第56回

2013年

第55回

2012年

第54回

2011年

第53回

2010年

第62回

2019年

第61回

2018年

第60回

2017年

第59回

2016年

第58回

2015年

第57回

2014年

第56回

2013年

第55回

2012年

第54回

2011年

第53回

2010年

明和町駅伝大会　歴代記録（総合）
地区対抗の部

1位 2位 3位 4位 5位 6位

1：10：49 1：17：15 1：23：32 1：24：14 1：26：27 1：27：00
明星 斎宮 上御糸 修正 下御糸 大淀

1：11：04 1：15：28 1：16：37 1：18：07 1：20：05 1：20：35
明星 上御糸 斎宮 大淀 下御糸 修正

1：11：19 1：14：26 1：14：44 1：17：00 1：18：23 1：20：57
明星 上御糸 斎宮 大淀 修正 下御糸

1：11：28 1：13：54 1：15：57 1：18：48 1：19：27 1：20：04
明星 斎宮 大淀 上御糸 修正 下御糸

1：14：08 1：14：43 1：16：34 1：19：17 1：20：13 1：23：21
修正 斎宮 下御糸 上御糸 大淀 明星

1：11：50 1：16：16 1：16：53 1：18：02 1：30：34 DNS
下御糸 明星 斎宮 上御糸 大淀 修正

1：13：35 1：16：25 1：18：21 1：19：27 1：20：45 1：23：21
斎宮 明星 下御糸 上御糸 大淀 修正

1：14：00 1：17：56 1：20：52 1：21：35 1：21：48 1：29：02
明星 斎宮 修正 上御糸 下御糸 大淀

1：16：58 1：17：08 1：18：31 1：23：29 1：29：29 -
上御糸 斎宮 明星 修正 下御糸 -

1：14：02 1：15：23 1：15：33 1：19：05 1：23：27 1：23：40
下御糸 大淀 斎宮 明星 上御糸 修正

6位
ウイニングラン 三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ 近鉄MESE検 近鉄RUN坊 済生会明和病院 介護付有料老人ホーム煌

オープンの部
1位 2位 3位 4位 5位

志摩市森道場 三重県庁ＡＣ ウイニングラン レッド あの頃の輝きをもう一度。２
明野チョッパー 三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
ｴｷﾃﾞﾝｻｰｸﾙ

1：15：02 1：20：45 1：20：53 1：29：05 1：31：50 1：51：23

外山と愉快な仲間たち ウイニングラン　レッド 三重県庁ＡＣ 志摩市森道場 あの頃の輝きをもう一度。 でこぼこフレンズ

1：07：38 1：08：15 1：10：30 1：12：41 1：15：20 1：18：21

原田自動車Ａ 志摩市森道場 ウイニングラン　レッド 三重県庁ＡＣ 原田自動車B アクア治療院と
ゆかいな仲閒達

1：04：16 1：05：01 1：05：11 1：07：20 1：11：18 1：15：02

志摩市森道場 三重県庁ＡＣ ウイニングラン　ブルー 原田自動車　Ａ 原田自動車　Ｂ ウイニングラン　レッド

1：04：26 1：05：19 1：05：24 1：08：21 1：13：10 1：13：42

三重県庁ＡＣ（Ａ) ウイニングラン　レッド 三重県庁ＡＣ（Ｂ） ＪＡ三重厚生連＆
花の丘病院連合隊
三重県庁ＡＣ（Ｃ） ウイニングラン イエロー

1：04：44 1：05：45 1：07：02 1：10：24 1：13：06 1：19：38

久居自衛隊 済生会明和病院 県松阪連合 近鉄ＲＵＮ坊 森下ボクシングジム　Ｂ 「きてみて明和、王朝ロマン。」
聴いてね!!

1：09：38 1：09：51 1：12：52 1：14：33 1：20：36 1：23：13

県庁ＡＣ（Ａ） ウイニングラン  決走 飛人 県庁ＡＣ（Ｂ） 三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ ウイニングラン　煌走　

1：06：03 1：22：55 1：23：22 1：24：58 1：41：13 1：44：33

第３３普通科連隊 三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ 松阪県民センター 相可高校山岳部 三重電子　Ｂ 三重電子　Ａ

1：10：18 1：10：46 1：13：48 1：14：40 1：17：36 1：18：05

久居自衛隊 ＨＭ「Ａ」 ＨＭ「Ｂ」 三重県庁ＡＣ（Ａ） とびんちゅ 三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ

1：05：00 1：15：39 1：27：37 1：29：35 1：31：33 1：50：00

1：03：09 1：03：44 1：09：24 1：10：14 1：12：27 1：12：58



第62回

2019年

第61回

2018年

第60回

2017年

第59回

2016年

第58回

2015年

第57回

2014年

第56回

2013年

第55回

2012年

第54回

2011年

第53回

2010年

第62回

2019年

第61回

2018年

明和町駅伝大会　歴代記録（総合）
中学生男子の部

1位 2位 3位 4位 5位 6位

1：12：43 1：19：34 1：23：15 1：41：40 - -
サッカー部２年生 陸上部　男子 サッカー部１年生 柔道部 - -

1：15：46 1：18：09 1：19：11 1：26：12 1：28：36 1：30：59
サッカー部 野球部Ａ 陸上部　男子 男子ソフトテニス部 野球部Ｂ 野球部Ｄ

1：15：40 1：17：02 1：17：08 1：17：42 1：25：22 1：26：25
陸上部　男子 野球部　Ａ サッカー部 男子ソフトテニス部2年生 男子ソフトテニス部1年生 野球部　Ｃ

1：13：21 1：13：22 1：14：57 1：18：33 1：19：33 1：19：54
陸上部　男子 サッカー部　Ａ 野球部　Ａ サッカー部　Ｂ 野球部　D 男子ソフトテニス部選抜

1：14：54 1：18：36 1：19：10 1：19：50 1：21：36 1：23：18
陸上部 野球部　D 野球部　Ａ 男子ソフトテニス部選抜 野球部　B 男子ソフトテニス部選抜 B

1：15：16 11：16：21 1：16：36 1：20：07 1：20：52 1：22：42
陸上部男子 Ａ 男子ソフトテニス部選抜 野球部　Ａ 陸上部男子 B 野球部　B 野球部　D

1：15：01 1：15：17 1：15：34 1：17：28 1：17：30 1：22：51

男子ソフトテニス部選抜 野球部 Ａ 陸上部 Ａ 野球部 C 野球部 B 野球部　D

1：11：12 1：16：20 1：17：38 1：19：03 1：19：33 1：21：43
陸上部 Ａ 男子ソフトテニス部選抜 陸上部 B 男バス Ａ 陸上部 Ｃ 野球部 Ａ

1：14：04 1：16：41 1：17：32 1：17：37 1：18：20 1：19：32
陸上部 Ａ 男子ソフトテニス部選抜 陸上部 B 男バス Ａ 陸上部 Ｃ 野球部 Ａ

1：08：11 1：14：51 1：16：18 1：16：42 1：16：55 1：18：08
陸上部 Ａ 明和中
野球部Ａチーム 明和中
男子ソフトテニス部選抜 明和中
男子バスケＡ 明和中
野球部Ｂチーム 陸上部 B

6位
陸上部女子B 陸上部女子A - - - -

レディースの部
1位 2位 3位 4位 5位

陸上部　女子 - - - - -

1：25：27 1：32：27 - - - -

- - - - - -
1：32：33 - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -



第62回 堀越奨平 (明星) 岡本凪布 (斎宮) 澤村 　樹 (明星) 森川雅夫 (明星) 松川 　亮 (明星) 髙柳 　光 (斎宮)

2019年

第61回 中出博規 (下御糸) 堀越奨平 (明星) 宇城忠良 (明星) 小林覧斗 (斎宮) 下村総大 (明星) 北岡　 純 (明星)

2018年

第60回 有馬一輝 (明星) 堀越奨平 (大淀) 澤村 　樹 (明星) 森川雅夫 (明星) 田畑颯汰 (大淀) 小林覧斗 (斎宮)

2017年

第59回 秦　 一聖 (明星) 里見一磨 (下御糸) 堀越奨平 (大淀) 森川雅夫 (明星) 柳本拓也 (斎宮) 高柳　 光 (斎宮)

2016年

第58回 堀越奨平 (大淀) 辻　    創 (大淀) 加藤直輝 (斎宮) 北村侑輝 (下御糸) 高柳 　光 (斎宮) 柳本拓也 (斎宮)

2015年

第58回 乾　 颯人 (明星) 岩本高虎 (明星) 長谷川眞也 (下御糸) 北村侑輝 (下御糸) 中出博規 (下御糸) 浅沼洋也 (下御糸)

2015年

第58回 中川健太郎 (下御糸) 乾　 颯人 (明星) 海野寛太 (修正) 辻　 雄汰 (斎宮) 福井健二 (斎宮) 伊藤秀悟 (明星)

2015年

第55回 西川晃久 (上御糸) 海野寛太 (修正) 森川雅夫 (明星) 松川 　亮 (明星) 柴原清和 (明星) 中川健太郎 (下御糸)

2012年

第54回 福井健二 (斎宮) 奥村直人 (明星) 井上　宗 (明星) 黒川祥吾 (上御糸) 土井一輝 (斎宮) 山口勝司 (斎宮)

2011年

第53回 後藤大輝 (大淀) 中川 　尚 (大淀) 中西啓太 (大淀) 井上　 宗 (明星) 山口彩詠 (斎宮) 浅沼洵平 (下御糸)

2010年

第62回 小林　 巧 (三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ) 世古理恵 (ウイニングラン) 中村幸誠 (ウイニングラン ) 柴田和周 (近鉄MESE検) 北岡　　匠 (ウイニングラン) 田口貴裕 (三重基金ﾏﾗｿﾝ＆
駅伝ｻｰｸﾙ)

2019年

第61回 松本洋光 (三重県庁ＡＣ) 西井将人 (志摩市森道場) 山田侑矢 (三重県庁ＡＣ) 川下雅史 (明野チョッパー) 吉﨑将大 (三重県庁ＡＣ) 出口翔斗 (志摩市森道場)

2018年

第60回 中川 　瞭 (あの頃の輝きをもう一度。) 逵　 雅基 (ウイニングラン レッド) 桑名祥也 (外山と愉快な仲間たち) 山田侑矢 (三重県庁ＡＣ) 髙尾雄汰 (外山と愉快な仲間たち) 外山潤太 (外山と愉快な仲間たち)

2017年

第59回 西井将人 (志摩市森道場) 逵　 彰太 (ウイニングラン レッド) 筒井勇仁 (原田自動車Ａ) 山田侑矢 (三重県庁ＡＣ) 秋田大道 (原田自動車Ａ) 坂口隆志 (ウイニングラン レッド)

2016年

第58回 森　 悠太 (志摩市森道場) 安部 　悟 (原田自動車Ａ) 坂井柊斗 (志摩市森道場) 山田侑矢 (三重県庁ＡＣ) 逵　 彰太 (ウイニングラン ブルー) 逵　 一弘 (ウイニングラン ブルー)

2015年

第57回 中村正仁 (三重県庁ＡＣ（Ａ）) 南部真一 (ウイニングラン イエロー) 錦　幸伸 (ウイニングラン レッド) 坪井卓也 (ウイニングラン レッド) 羽根正樹 (三重県庁ＡＣ（Ａ）) 吉﨑将大 (三重県庁ＡＣ（Ａ）)

2014年

第56回 吉鶴隼人 (久居自衛隊) 河野勝義 (久居自衛隊) 飯村貴史 (久居自衛隊) 朝里康二 (久居自衛隊) 山際昌幸 (近鉄ＲＵＮ坊) 西脇徳宏 (久居自衛隊)

2013年

第55回 山南好弘 (県庁AC(A)) 時岡政貴 (県庁AC(A)) 仙田敦嗣 (三重基金マラソン&駅伝サークル) 野村竜作 (県庁ＡＣ（Ｂ）) 長谷川翔太 (ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝ決走) 乾　 颯人 (森下ボクシングジムＤreams)

2012年

第54回 西田勇弥 (第３３普通科連隊) 永見   豊 (第３３普通科連隊) 坪井卓也 (第３３普通科連隊) 飯村貴史 (第３３普通科連隊) 太原英胤 (第３３普通科連隊) 西脇徳宏 (第３３普通科連隊)

2011年

第53回 吉鶴隼人 (ＨＭ「Ａ」) 野田克幸 (ＨＭ「Ａ」) 坂倉真実 (久居自衛隊) 飯村貴史 (久居自衛隊) 東   江学 (ＨＭ「Ａ」)

2010年

明和町駅伝大会　歴代記録（区間）
地区対抗の部

1区 2区 3区 4区 5区 6区

11：03 11：25 13：03 15：43 10：05 06：19

３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

11：46 11：01 13：59 14：54 10：58 05：31

11：55 10：29 14：39 15：31 10：32 06：27

11：01 11：31 14：18 16：34 10：27 05：40

11：38 11：48 13：09 15：13 10：11 06：00

12：13 11：24 13：33 14：52 10：38 06：29

11：28 11：44 13：30 16：53 10：15 05：59

06：22

11：57 12：37 14：24 14：40 11：38 06：32

11：55 11：03 13：16 15：58 11：26 06：10

オープンの部
1区 2区 3区 4区 5区

11：43 11：27 13：53 15：21 11：05

11：15 11：43 13：32 15：47 11：49 06：49

6区
３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

10：05 10：14 12：57 13：16 09：54 05：33

10：54 11：01 11：53 15：02 09：41 05：46

10：30 10：43 12：46 13：16 09：18 06：07

10：23 10：25 12：13 13：51 09：27 06：10

11：07 10：47 12：48 14：40 10：41 05：52

11：54 11：13 14：08 14：56 10：20 05：29

11：01 10：58 12：40 14：31 09：56 05：54

11：26 10：47 13：17 14：41 10：33 05：47

10：42 10：22 12：32 13：56 09：29 05：37

後藤和洋 ・ 西本遼馬
(久居自衛隊）　（ＨＭ



第62回 尾平暖人 (サッカー部2年生) 山本大成 (サッカー部2年生) 小寺冬馬 (サッカー部2年生) 松田康太郎 (サッカー部2年生) 松葉琥太郞 (陸上部男子) 大野鳳雅 (サッカー部2年生)

2019年

第61回 宮本晴斗 (野球部Ａ) 辻　愛翔 (サッカー部) 新田結紫 (サッカー部) 田中隆貴 (サッカー部) 水谷颯真 (野球部Ａ) 内山 　宗 (サッカー部)

2018年

第60回 中川椋翔 (陸上部) 浅井郁磨 (陸上部) 中瀬たける (陸上部) 島田陽向 (サッカー部) 工藤千吏 (陸上部) 粟生涼太 (サッカー部)

2017年

第59回 羽山北斗 (陸上部) 辻慎太郎 (野球部A) 市場匠人 (陸上部) 下川竜輝 (サッカー部Ａ) 青木雅斗 (サッカー部Ａ) 南勇太朗 (サッカー部Ａ)

2016年

第58回 羽山北斗 (陸上部) 辻慎太郎 (野球部Ｄ) 市場匠人 (陸上部) 瀬田幸輝 (陸上部) 泉谷脩太 (野球部A) 髙柳 　新 (野球部A)

2015年

第57回 高橋龍史 (野球部A) 市場匠人 (陸上部A) 山畑　誠 (陸上部A) 中川慎太郎 (陸上部A) 瀬田幸輝 (陸上部A) 山中達翔 (陸上部B)

2014年

第56回 澤村 　樹 (野球部A) 永田快杜 (陸上部A) 北村侑輝 (陸上部A) 山口太良 (男子ソフトテニス部選抜) 藤澤文弥 (野球部C) 髙柳 　光 (野球部A)

2013年

第55回 村田雄紀 (陸上部A) 中瀬雄太 (陸上部A) 山中 　匠 (陸上部A) 北村侑輝 (陸上部A) 浦田　甚 (陸上部A) 奥本浩平 (陸上部A)

2012年

第54回 村田雄紀 (陸上部A) 羽根康太 (男バスＡ) 浦田 　甚 (陸上部　Ｂ) 長谷川眞也 (Ｒyo) 鈴木宗真 (Ｒyo) 乾 　颯人 (陸上部A)

2011年

第53回 幾田　　明 (陸上部A) 北俣康介 (陸上部A) 乾　 颯人 (陸上部A) 辻　 雄汰 (陸上部A) 新谷天元 (陸上部　Ａ) 村田詩月 (陸上部A)

2010年

第62回 橘　　萌香 (陸上部女子A) 渡辺あい (陸上部女子B) 世古口ゆずな (陸上部女子B) 小倉璃子 (陸上部女子B) 太田美唯菜 (陸上部女子B) 小山いこい (陸上部女子B)

2019年

第61回 赤坂夏波 (陸上部女子) 竹田瑞穂 (陸上部女子) 中川真友 (陸上部女子) 山本そら (陸上部女子) 長井結愛 (陸上部女子) 田畑真央 (陸上部女子)

2018年

明和町駅伝大会　歴代記録（区間）
中学生男子の部

1区 2区 3区 4区 5区 6区

12：07 12：30 14：14 16：19 10：35 06：14

３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

12：46 12：09 14：28 15：57 11：15 06：10

13：11 12：13 14：35 16：45 10：56 06：40

11：59 12：07 14：57 15：52 11：04 05：51

11：13 11：14 14：30 15：24 10：50 06：00

12：14 12：03 14：24 16：37 10：32 06：01

12：09 12：12 15：26 17：11 10：41 06：09

05：49

11：47 12：25 15：23 16：35 10：48 05：42

12：05 11：18 15：02 15：53 10：58 05：56

レディースの部
1区 2区 3区 4区 5区

11：32 11：36 13：59 15：05 10：10

13：59 14：16 17：19 19：49 12：05 07：57

6区
３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

15：37 14：38 17：19 20：48 15：55 08：16



第60回 潮谷奈々帆 (陸上部女子) 浅井鈴香 (陸上部女子) 森川栞那 (陸上部女子) 澤村菜乃 (陸上部女子) 辻　怜樹 (陸上部女子) 小林蒼来 (陸上部女子)

2017年

第59回 浅井鈴香 (陸上部女子) 北出若菜 (女子バスケットボール部) 澤村菜乃 (陸上部女子) 西口陽菜 (陸上部女子) 後藤美月 (女子バスケットボール部) 竹内七海 (女子バスケットボール部)

2016年

第58回 石神杏友里 (陸上部女子) 稲浦　優 (女子バスケットボール部) 田中愛珠 (陸上部女子) 西口陽菜 (陸上部女子) 北出若菜 (女子バスケットボール部) 辻井彩夢 (女子バスケットボール部)

2015年

第57回 世古口真優 (女子籠球部) 中瀬絢葉 (女子籠球部) 濱田萌花 (女子籠球部) 岡本凪布 (陸上部女子) 岩瀬乃々楓 (女子籠球部) 森田美月 (女子籠球部)

2014年

第56回 奥田万乃華 (女子バスケＣ) 堀木柚衣 (女子バスケＢ) 橘　咲紀 (陸上部女子) 岡本凪布 (陸上部女子) 西岡由衣 (女子バスケB) 森田美月 (女子バスケＣ)

2013年

第55回 山本侑香 (女子籠球部) 下村紗耶 (女子バスケ部 mix) 黒宮咲良 (女子籠球部) 阪井愛菜 (Ｇirls ＢＢＣ running) 西岡由衣 (女バス 1年チーム) 濱口萌音 (Ｇirls ＢＢＣ running)

2012年

第54回 下村　　宝 (陸上部) 三石秋澄 (陸上部) 西口侑希 (陸上部) 辻　　咲菜 (陸上部) 須田有香 (陸上部) 下村紗耶 (女子ＢＢＣ)

2011年

第53回

2010年

中学生女子の部
1区 2区 3区 4区 5区

17：12 15：22 17：24 17：51 12：57 08：16

6区
３.２ｋｍ ３.３ｋｍ ３.８ｋｍ ４.４ｋｍ ２.８ｋｍ １.８ｋｍ

14：10 14：32 16：27 17：10 12：10 07：19

13：53 13：02 15：09 16：59 11：57 07：29

14：32 14：22 16：57 18：20 11：56 06：56

14：04 14：37 17：14 19：02 13：19 07：01

-

14：19 14：31 15：52 18：09 13：31 07：43

16：36 14：32 18：47 23：05 12：28 08：05

- - - - - -

- - - - -


