
みんなで応援しよう！
がんばれ 阿南市チーム

目標は総合３位入賞！

▼第65回徳島駅伝コース
第１日（１月４日）　

海陽町～那賀町～勝浦町～徳島市
〔19区間〕  118.0㎞

第２日（１月５日）　
徳島市～鳴門市～三好市池田町
〔16区間〕  91.8㎞

第３日（１月６日）　
三好市池田町～徳島市
〔10区間〕  69.6㎞

合計　〔45区間〕279.4㎞

▼阿南市内通過予定時刻
第１日（１月４日）
（再スタート）徳島新聞社那賀支局前

↓　11区（9.7㎞）
12:15　山口小学校前

↓　12区（10.7㎞）
12:49　徳島新聞社阿南支局前

↓　13区（7.2㎞）
13:11　ローソン羽ノ浦中庄店前

↓　14区（7.3㎞）
ケアハウス　健祥会アムス前

監督として初めての徳島駅伝に臨む田中健一さんに、意気
込みを伺いました。
「阿南市チームの強みは中高生男女共に県内トップレベル
の選手が豊富であること。学生には阿南市の代表であるこ
とを自覚し、各自が阿南市チームを牽引していただきたい
と思います。また互いに仲良く励ましあい、各学校の協力
も得て、知識や心の豊かさを学んでいただきながら、陸上
競技を楽しんで継続してほしいと思います。選手たちの頑
張る姿をぜひ皆さんに見てほしいと思
います。目標は総合３位入賞です」
さて、今年はどんなドラマが生まれる
のか。１月４日午前７時 30分。戦い
の火蓋が切られます。

全力応援　第65回徳島駅伝

※上記の時刻は先頭チームの通過時刻を
想定しています。

新春の阿波路を駆け抜ける第65回徳島駅伝が１月４日に
開幕します。前回、阿南市チームは粘りの競争で前年と同
じ総合４位入賞を果たしました。部門別では女子総合５連
覇を達成し、中学生総合優勝を２年ぶりに獲得するなど、
今年の結果への期待が膨らみます。
今年も上位入賞をめざし、チーム一丸となって練習に取り
組んでいます。選手の皆さんに、温かいご声援をお願いし
ます。

練習する阿南市チーム（12月８日・橘港中浦緑地公園）

結団式での阿南市チーム（12月16日・ひまわり会館）

頑張ろう三唱（12月16日・ひま
わり会館）（上写真）

阿南市チームの新ユニフォーム
（右写真）

田中健一監督

▼阿南市チーム監督・選手
区　分 選手

番号 名　前 所属（学校名） 年齢
学年

出場
回数 徳島駅伝に臨む決意・抱負

監　　督 25 田中　健一 やまもも薬局㈲ 43歳 15 目標は総合３位。徳島駅伝を通して強い心を身につけてほしい。
コーチ兼男子選手 26 南谷　　塁 四電エンジニアリング㈱ 34歳 15 阿南市チームの順位アップに貢献できるよう、頑張ります！
コーチ兼男子選手 27 稲岡　哲平 日亜化学工業㈱ 29歳 13 阿南市のためになる走りができるよう精一杯頑張ります。
マネージャー兼女子選手 28 福良　郁美 ㈱大塚製薬工場 21歳 6 チームに貢献できるよう全力で走ります。
男子選手（主将） 1 山﨑　優希 日亜化学工業㈱ 28歳 13 今年も主将を任せていただき、身の引き締まる思いです。９月に生まれた娘と阿南市チームのためにもメダルを奪取します！

男子選手

2 吉田　侑祐 日亜化学工業㈱ 34歳 19 選手に選ばれたことに感謝して、駅伝当日までに調子を上げます。
3 結城　直哉 日亜化学工業㈱ 31歳 16 チームに貢献できるように頑張ります。
4 中川　卓也 徳島中央警察署 31歳 3 感謝の気持ちを胸に、全員駅伝で１秒をけずりだす！
5 住吉　惠介 最高裁判所司法研修所 27歳 5 仕事の関係で今回が最後となります。今までの集大成として頑張ります。
6 國行　麗生 ㈱大塚製薬工場 22歳 8 阿南市のために全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。
7 前田　大悟 大阪学院大学 大２ 6 １分１秒にこだわりを。活躍できるよう頑張りたいです。
8 久米　智宏 広島修道大学 大１ 4 去年走れなかったので、今年は２年分の思いをたすきに込めて走ります。
9 松田　悠陸 京都産業大学 大１ 4 選んでいただいたことに感謝し、チームに貢献できるように頑張ります。
10 折野　僚紀 徳島科学技術高等学校 高３ 3 しっかりと粘って、次の人に１秒でも早くたすきを渡したいです。
11 生田　琉海 徳島科学技術高等学校 高２ 5 阿南市チームの一員として一生懸命走り、頑張りたいと思います。
12 小出　橘平 高知中央高等学校 高１ 3 去年、最終日の40区で区間賞を獲得できたので次も狙います。
13 島田　創太 徳島科学技術高等学校 高１ 初 チームに貢献できる自分らしい走りをめざして頑張ります。
14 山本　航輝 つるぎ高等学校 高１ 2 ２回目の出場となるので全力で走り全力で頑張りたいです。
15 井田　敦士 富岡東中学校 中３ 2 今年も選んでいただいたことに感謝し、精一杯頑張ります。
16 奥田　龍星 加茂谷中学校 中３ 初 チームに貢献できるように自分の走りをしたいと思います。
17 佐藤　秀一 阿南第一中学校 中３ 初 徳島駅伝は初めてなので自己新記録をめざして頑張ります。
18 竹本　　迅 羽ノ浦中学校 中３ 2 昨年の悔しさを糧に今年は走る !! 強い気持ちで頑張ります。
19 中山　歩希 新野中学校 中３ 初 選ばれたことに感謝。全ての力を出し切り、精一杯頑張ります。
20 山本　健介 阿南第二中学校 中３ 3 チームに貢献できるように、精一杯頑張って走りたいです。
21 児島雄一郎 羽ノ浦中学校 中２ 2 阿南市代表として走れることに感謝し、１秒でも前へ精一杯走ります。
22 篠原　想生 那賀川中学校 中２ 初 初めての徳島駅伝。挑戦する気持ちを忘れず、最後まで走りきる！

女子選手

31 小林　璃々 富岡東高等学校 高２ 5 阿南市チームで走れることを誇りに、楽しんで、たすきをつなぎます !!
32 古山　育弥 鳴門高等学校 高２ 4 阿南市チームに貢献できるよう、全力で頑張ります。
33 家形　悠里 富岡東高等学校 高２ 初 今回初出場となります。地元の皆さまに元気な走りを届けたいです。
34 辻田　詩央 那賀川中学校 中３ 初 選んでいただいたことに感謝し、チームのために全力を尽くします。
35 中山　花楓 羽ノ浦中学校 中３ 3 阿南市代表として、精一杯走ってたすきをつなぎます。
36 西内　心瑠 阿南第二中学校 中３ 3 選んでいただいたことに感謝し、チームに貢献できるように頑張る。
37 岡崎真理子 那賀川中学校 中２ 2 自分に甘えることなく最後まで全力を尽くし頑張ります。
38 治尾優衣奈 羽ノ浦中学校 中２ 2 徳島駅伝に選ばれてうれしいです。自分らしい走りができるように頑張ります。

男子選手
（小学生）

01 濵口　大和 羽ノ浦小学校 小６ 初 昨年参加した、徳島駅伝小学生特別区間では、１秒差で区間２位でした。今年こそ１位を取ります。
02 島村飛成星 羽ノ浦小学校 小６ 初 将来の夢実現までの通過点としても重要。初参加に感謝し練習重ねる。

女子選手
（小学生）

03 大西　楓來 見能林小学校 小６ 初 去年の徳島駅伝小学生特別区間で２位だったので、今年は区間１位めざして頑張ります。
04 福島　真海 富岡小学校 小６ 初 悔いの残らないように全力を尽くして頑張ります。

選手の力になる応援【名前を呼ぶ】
名前を呼んで応援してもらうと、選手はとっても元気になれるそうです。広報あな
ん片手にゼッケンから選手の名前を調べて、力いっぱい応援しませんか。

広報あなん 2019.01　1617　広報あなん 2019.01


