
1 1 佐 伯 濱脇 栄俊 八木 拓実 陸丸 史彩 簀河原 大介 神田 愛 山本 沙和 山田 弘 岡本 昂士

2 3 佐 伯 東 川下 尚亮 小野 遼介 染矢 尚沙 佐野 理人 染矢 菜穂子 長田 梢 平川 隆博 小野 俊祐

3 2 渡町台A 渡辺 健次 山田 義晄 盛田 凛 宮 颯志 河野 志歩 盛田 葉瑠 上野 研二 大隈 恒

4 28 渡町台B 田中 智洋 太田 柳也 米田 朱里 長谷川 拓翔 山本 純奈 小野 萌杏 川下 喜代人 岩崎 誠

5 4 鶴 岡 A 後藤 光希 野々下 智之 安藤 和奏 小野 篤希 田中 真代 柴田 珠沙 松岡 賢 新留 康友

6 29 鶴 岡 B 渡辺 将伍 梶浦 廉人 古矢 蘭 池永 拓哉 新宮 綾香 古矢 心琴 木下 慎太郎 田中 祐輔

7 5 上堅田A 小野 海斗 藤原 伊吹 佐伯 友香 岡部 叶和 杜若 優香 小野 菜々花 柳井 國明 竹島 昇耶

8 25 上堅田B 成迫 健児 渡邉 匠 中田 莉奈 秋元 智早 栁井 幸子 松﨑 永花 岡野 真一 前田 泰明

9 6 八 幡 岩畠 知希 岡本 颯真 松本 愛央 保田 南斗 保田 麻帆 大畠 響希 広末 徹 吉田 和輝

10 7 西 上 浦 河野 祥瑛 緒方 惇斗 吉田 瑞姫 角藤 翼 神埼 友子 石田 夕依 平野 誠也 高瀬 向陽

11 9 下 堅 田 清松 朝斗 大友 悠稀 吉良 和椛 新納 悠世 黒木 凛 荒木 絢香 丸山 雅裕 佐藤 勘太

12 10 青 山 山口 泰弘 染矢 翔唯斗 ﾛﾊｽ ｼﾞｭﾘｱﾝ 児玉 一将 土谷 紗楽 児玉 癒花 柳井 米雄 矢野 和志

13 12 上 浦 吉田 凌麻 緒方 海透 森崎 彩 奥村 楓駕 仲矢 美咲 三吉 栄海 梅田 祐介 金澤 健

14 13 弥 生 A 市原 大志 安達 澄陽 佐倉 果歩 大良 泰己 市原 梨花 廣田 莉心 河野 貴史 河野 龍也

15 20 弥 生 B 清水 俊郎 塩月 來夢 高木 りお 吉田 己殊 御手洗 久美子 廣瀬 胡桃 本田 浩史 松岡 祐希

16 14 本 匠 小野 智弘 甲斐 唯人 桺井 彩希 桺井 崚甫 髙野 梨菜 稗田 美空 稗田 千公 河原 尚志

17 15 宇 目 佐保 裕太 安藤 晴盟 小野 絢音 永友 志庵 高司 理紗子 井下 和夏 渡辺 広樹 吉竹 一弘

18 16 直 川 栁井 隆志 河内 颯汰 井上 ミリヤ 甲斐 竜冴 内田 美沙希 井上 桃愛 曽足 直貴 簀戸 裕樹

19 17 鶴 見 小川　 尚人 永田 悠一郎 安倍 朝陽 益留 尊志郎 藤井 夢亜 佐々木 優樹菜 坂本 慶治 藤井 大門

20 18 米水津A 岡田 泰典 金田 侑也 奥村 杏樹 小畑 凛之介 山路 日奈 金田 莉桜 渡辺 大司 田中 兼宏

21 34 米水津B 岡田 圭司 平間 勇利 増井 美友 蛭子 咲耶 中村 誠 渡辺 章三 仲矢 義充 溝口 遼

22 19 蒲 江 染矢 大翔 佐藤 颯 山田 ゆり 谷川 颯太 黒熊 麻衣 渡辺 愛香 束木原 次義 後藤 雅貴

令和４年１２月１６日作成

※当日選手変更の可能性あり

ＮＯ ナ ン バ ー
カ ー ド チーム名

川原河川敷～
陸上競技場

3.55Km(一般) 2.25Km(中学男) 1.0Km(小学女) 1.2Km(小学男) 1.1Km(一般女) 1.5Km(中学女) 2.1Km(シニア) 3.2Km(一般)

６　区 ７　区 ８　区
陸上競技場 ～
久部ローソン

久部ローソン～
　　佐伯市役所

佐伯市役所～
　　東地区公民館

東地区公民館～
　　佐伯重工業

佐伯重工業～
　佐伯大同青果

佐伯大同青果～
旧レインボータイホー

旧レインボータイホー

～　川原河川敷

１　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区

第１６回佐伯市地区対抗駅伝競走大会出走表
令和４年１２月１８日（日）　午前９時スタート


