
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66回徳島駅伝コース
第１日（１月４日）　

海陽町～美波町（由岐）～徳島市
〔17区間〕  95.5㎞

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　〔43区間〕256.9㎞ 監督として２回目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。
「昨年は選手が体調不良やアクシデントに会い、
目標に届かなかったが、若い力が育っていると感
じた。チームの現状は、故障者なく仕上がってい
る。普段は学校の先生が指導されており、先生方
とコンタクトをとりながら、生徒たちの調整を進
めている。小学生や中学生など若いころから継続
している選手が、続々と成果をあげている。阿南
市から徳島県代表などが選出されれば、周囲の刺
激となり、また次の若い選手が育つのではないか。
目標は総合３位。互いに切磋
琢磨し、協力し合い、自分の
力を出し切ってもらえれば、
結果がついてくると思う」と
話していました。
１月４日の午前７時30分に
海陽町をスタート。正午ご
ろ、阿南市を通過予定です。

全力応援　第66回徳島駅伝

▼阿南市内通過予定時刻
第１日（１月４日）

美波町由岐警察官駐在所前
↓　10区（7.9㎞）

11:01　福井駅前
↓　11区（9.3㎞）

11:29　津乃峰地区防災公園口
12:20　津乃峰地区防災公園口（再出発）

↓　12区（4.4㎞）
12:33　徳島新聞社阿南支局前

↓　13区（7.2㎞）
12:55　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
（旧市営芝生川橋バス停）前

※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66回徳島駅伝が１
月４日に開幕します。昨年、阿南市チームは総合
４位入賞を果たしました。今年も上位入賞をめざ
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・スポーツ総合センター）

結団式での阿南市チーム（12月15日・ひまわり会館）

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㈲ 44歳 16 選手の力が十分に発揮できるよう万全の体制で挑みたい。
コーチ兼男子選手 26 山﨑　優希 日亜化学工業㈱ 29歳 14 昨年はチームに貢献できなかった分、今年は区間賞を取ります。
コーチ兼女子選手 27 福良　郁美 ㈱大塚製薬工場 22歳 7 走れることに感謝して精いっぱい走ります。
マネージャー兼女子選手 28 古山　育弥 鳴門高等学校 高３ 5 ベストを尽くし、阿南市チームに貢献できるように頑張ります。
男子選手（主将） 1 前田　大悟 大阪学院大学 大３ 7 支えてくれる人に感謝をし、主将としてチームを引っ張る走りをします。

男子選手

2 森　　泰英 日亜化学工業㈱ 46歳 29 チームのために何ができるかしっかり考え、駅伝に取り組みたい。
3 井上　直人 日亜化学工業㈱ 35歳 15 阿南市チームの一員としてチームに貢献できるよう頑張ります。
4 吉田　侑祐 日亜化学工業㈱ 35歳 20 大会当日までに調子を上げられるように頑張っていきたいと思います。
5 結城　直哉 日亜化学工業㈱ 32歳 17 チームの力になれるように全力で頑張ります。
6 稲岡　哲平 日亜化学工業㈱ 30歳 14 １秒でも速く駆け抜けられるよう精いっぱい頑張ります。
7 國行　麗生 ㈱大塚製薬工場 23歳 9 生まれ育った地元に貢献できるように頑張ります。
8 久米　智宏 広島修道大学 大２ 5 チームに貢献する走りをします。
9 松田　悠陸 京都産業大学 大２ 5 選んでいただいたことへの感謝の気持ちを忘れず全力で頑張ります。
10 折野　僚紀 環太平洋大学 大１ 4 少しでも早く次の人に襷をつなげられるように頑張りたいです。
11 生田　琉海 徳島科学技術高等学校 高３ 6 高校生として最後の年。２度と走ることのできない第1日目１区、第3日目36区の両日、区間記録を更新する走りをします！
12 小出　橘平 高知中央高等学校 高２ 4 今年も呼んでいただきありがとうございます。自分の力を出し切ります。
13 島田　創太 徳島科学技術高等学校 高２ 2 ライバルチームに負けないように全力で頑張ります。
14 山本　航輝 つるぎ高等学校 高２ 3 前回は、区間２位だったので今年こそは区間賞を取りにいきます。
15 奥田　龍星 徳島科学技術高等学校 高１ 2 阿南市チームの一員として、自分の走りができるように頑張ります。
16 山本　健介 富岡東高等学校 高１ 4 チームのために自分が出せる精いっぱいの力を出して頑張ります。
17 児島雄一郎 羽ノ浦中学校 中３ 3 中学最後の徳島駅伝。３年間お世話になった方々へ感謝の思いを込めて走ります。
18 篠原　想生 那賀川中学校 中３ 2 今年も走れる誇りと感謝を胸に、チームの勝利と笑顔に貢献する！
19 飯田　紫月 羽ノ浦中学校 中３ 初 阿南市の代表として、全力で頑張りたいと思います。
20 柴田　侑茉 羽ノ浦中学校 中３ 初 阿南市優勝のため区間賞を取り、襷をつなぎます。
21 米元　圭介 羽ノ浦中学校 中３ 初 阿南市の代表として走れることに感謝し、最後まで全力で走ります。
22 茂村　陽太 阿南第一中学校 中３ 初 中学校陸上の集大成として、強い気持ちで自分らしい走りをします。
23 秦野　尋斗 阿南第一中学校 中３ 初 中学校では最後の駅伝。自己新記録をめざし最後まで走り抜く。
24 濵口　大和 羽ノ浦中学校 中１ 初 初めての中学生区間、走れることに感謝して全力で頑張ります。

女子選手

31 久龍　未空 富岡東高等学校 高２ 初 初めての徳島駅伝ですが、少しでも貢献できるように頑張ります。
32 西内　心瑠 富岡東高等学校 高１ 4 阿南市チームに貢献できるように全力で頑張ります。
33 辻田　詩央 富岡東高等学校 高１ 2 阿南市チームのために最後まで一生懸命頑張ります！
34 岡崎真理子 那賀川中学校 中３ 3 チームの足を引っ張らないよう一生懸命、全力を尽くします。
35 治尾優衣奈 羽ノ浦中学校 中３ 3 今年は自分のベストの走りで襷をつなぎ、区間賞を狙います。
36 湯浅　初音 阿南第二中学校 中２ 初 阿南市に貢献できるように、今出せる全力を尽くします。
37 浅野真梨奈 阿南中学校 中１ 初 自分の持っている力を出し切り、チームに貢献したいです。
38 大西　楓來 阿南中学校 中１ 初 自分に負けず、自己ベストを出せるように精いっぱい頑張りたいです。

男子選手
（小学生）

01 川田　愛翔 今津小学校 小６ − １位で襷をつなげるために全力で頑張ります。
02 一上　稜真 羽ノ浦小学校 小６ − 選手団の一員として活躍できるように努力を続けていきたいです。

女子選手
（小学生）

03 浅川　園葉 今津小学校 小６ − 初めての徳島駅伝なので、全力を尽くして精いっぱい頑張ります。
04 谷本　莉乃 津乃峰小学校 小６ − 今までたくさん練習してきたので全力で走りたいです。

頑張ろう三唱（12月15日・ひまわり会館）
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