
第51回登利平ALSOK群馬杯　前橋市内駅伝競走大会  　小学生男子・女子結果                   
競技場：前橋市総合運動公園陸上競技場・サッカー場及び周辺コース 平成３０年１2月8日（土）

＜小学生男子＞

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ

1 25:55 天川ファイターズ 小林　樹 石﨑　航太郎 宇野　遥斗 新井　晴 藍原　詩音
2 25:59 時沢スターキッズ 田村　虎太郎 片貝　匠 村山　優成 小出　琉偉 飯野　真大
3 26:03 瞬足ボーイズ　　　　 村田　昴紀 茂木　慶成 福島　大翔 篠崎　智弥 村田　侑紀
4 26:04 桂萱東小A 金子　竜望 高坂　柊汰 石綿　蒼 安藤　裕希 金子　宙生
5 26:26 桃井小Ａ 平野　誠也 藤本　貴大 小林　凌 田村　泰助 櫻井　創太
6 26:27 原小男子Ａ 坂本　薫 関口　柑汰 橋本　遼生 神道　大登 齋藤　直央
7 26:28 細井小学校A 藤原　塁 佐藤　慶翔 志塚　喜伎 鈴木　遥士 金子　奨彩
8 26:29 永明小　A 山田　悠真 市川　煌己 女屋　大樹 高柳　蓮 栁岡　脩雅
9 26:33 清里小駅伝部 蜂巣　煌英 湯浅　大和 湯浅　壮梧 清水　想真 小林　大也
10 26:53 山王小学校Ａ 堀江　歩 井野　晴太 松下　隼大 小笹　泰志 須永　瑛斗
11 26:57 桂萱東小B 永松　広成 金子　獅眞 角田　歩汰 池田　健 吉田　聖葉
12 27:13 ＴＥＡＭ．Ｋ　Ｂ 大野　柳真 薄井　大聖 田代　悠真 木下　盛登 渡辺　惺也
13 27:31 ALS天川 北原　良平 舩戸　逢瑠 鳥屋　隼人 原田　晴哉 デッドマン晃汰
14 27:44 永明小　B 大橋　恢友 齋藤　恒太朗 井野　維吹 黒田　陽輝 原田　悠ノ介
15 27:51 リッキーファイブ☆ 諸井　大輝 阿部　煌我 横田　大智 岩野　令空 板垣　温真
16 28:05 永明小　C 鏑谷　謙心 長岡　慶多 前田　舜 若林　和祐 髙橋　優也
17 28:11 原小男子Ｂ 氏家　侑也 下田　琥太郎 金澤　怜汰 藤田　優也 武藤　圭汰
18 28:29 時沢北校舎 師岡　漣 小野里　瑠人 鈴木　貴洋 齋藤　伊舞呂 近藤　一馬
19 28:49 桂萱東小D 松澤　流星 横堀　優斗 金井　健太郎 大澤　陸 水石　篤
20 29:02 ＴＥＡＭ．Ｋ　Ａ 松本　真潤 柳澤　杏多 薄井　柊希 山内　煌大 阿佐見　奏太
21 29:04 山王小学校Ｂ 山田　安稟 平野　空 大石　啓勢 千葉　大成 西尾　長士
22 29:17 永明小　D 臼杵　莉玖 小田　岳和 関口　嵩 金井　春樹 井田　櫻次郎
23 29:31 天川ランナーズ 岸　凌市 大竹　冬真 八巻　圭 小板橋　幸平 永井　大翔
24 29:42 細井小学校B 師岡　史晴 早川　遼 西村　岳良 原澤　　匠 天田　漣
25 30:04 附属小ﾌﾞﾙｰﾌｧｲﾀｰ 近藤　夏気 関根　悠一郎 尾澤　育仁 飯川　友貴 青木　拓土
26 30:12 永明小　F 福島　照人 杉山　凌 井田　怜壱 竹内　一冬 田村　慶悟
27 30:23 附属小ﾄﾞﾘｰﾑﾋﾞｸﾄﾘｰ 林　奏良 新井　千理 知久　由良哉 安村　優希 葭田　貴大
28 30:24 細井小学校C 橋爪　未来 生形　湊 安藤　慶祐 阿久澤 福太郎 平山　遥士
29 30:29 リトル５（ファイブ） 太田　悠斗 荒川　誠人 新井　琉来 上原　樹 佐々木　基晴
30 30:44 永明小　E 吉野　日喜 中村　蒼弥 生方　歩睦 林　泰輝 日隈　瑛太
31 30:51 桂萱東小C 齋田　将 阿久澤　康太 富沢　俊介 鈴木　粋土 渡邉　陸
32 31:05 ＴＥＡＭ．Ｋ　Ｃ 坂元　零 小野　航平 坂井　柊哉 中里　絢心 小林　直樹
33 31:20 群大附属小　はやぶさ 町田　慧信 坂庭　巨生 飯野　想真 茂木　一磨 林　雅貴
34 31:39 附属　ＣＯＯＬボーイ 大久保　快星 藤川　僚誠 立見　心之輔 中村　政瑛 大澤　大地
35 31:46 ＨＯＫＡＩＫＡＫＡ　 星野　蒼空 書上　翔 飯嶋　拓未 柿沼　愛和 樺澤　育馬
36 32:13 イマインズ 今井　悠生 井野　翔真 島　海斗 小澤　柑太 長谷川　貴大
37 32:37 ファイヤーローズ 北爪　僚 大倉　僚恩 北爪　佑樹 國岡　績眞理 五十嵐　陽太
38 33:09 永明小　G 髙橋　優斗 永井　啓太 小屋　翔夢 関口　晴也 中山　匠
39 33:11 附属小　２Ａ 今井　蔵人 滋野　綜一郎 大島　惺士 清水　丈瑠 酒井　駿
40 34:22 桃井小Ｃ 松田　遼太郎 作道　海威 猿谷　悠仁 佐野　舜介 染谷　星穏

＜小学生女子＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ
1 27:04 VICTORY　Girls(桂萱小A） 横山　涼葉 小池　紬 西澤　苺花 木暮　琉依 西内　心結
2 27:37 桂萱東小A 青栁　咲良 齋籐　葵美 市根井菜々子 荒井　美輝 荒井　咲輝
3 27:57 山王小学校Ａ 中村　莉菜 小石　芹奈 橋本　唯花 関　莉乃 山根　伶奈
4 28:16 天川A 栁下　香乃 角　彩綾 佐藤　みのり 萩沢　哩子 宮田　蓉菜
5 28:28 ち～む　ＭＩＲＫ（みるく） 林　英夢 狩野　一華 大野　萌葉 重廣　こころ 六本木　凜
6 28:31 桂萱東小B 齊籐　瑠葵 足尾　南 松澤　流音 茂木　陽香 塩野　目優
7 28:37 石井小学校 河合　そら 石橋　愛佳 星　椿 樺澤　一葉 中島　希愛流
8 29:04 永明小　A 土屋　優奈 塩坪　美梨衣 村松　さくら 岩渕　優里 大場　葉水
9 29:07 中川ガールズ 黒岩　知榎 齊藤　美里果 石原　恭佳 矢野　友渚 八木　彩里
10 29:07 桂萱東小C 内海　琴音 吉田　梨華 山本　茉弥 小林　萌 新井　沙梨
11 29:29 原小女子 岸　和奏 森川　菜々 大崎　優香 塩谷　日南 六本木　彩加
12 29:40 細井小学校A 新井　萌々音 黒岩　希風 棚木　向日葵 阿久澤　美優 枝野　真琴
13 29:49 永明小　B 松本　遥奈 田代　桃寧 山口　あいこ 柳澤　風夏 岡田　栞里
14 30:18 桃井小Ｂ 清水　真歩 半谷　東子 島津　心美 田村　美羽 保坂　笑里
15 30:19 山王小学校Ｂ 生形　愛菜 狩野　日和 中島　みなみ 逢坂　美蘭 須田　紗緒里
16 30:26 フレッシュガール 石坂　美羽 浅野　叶珠 倉橋　結菜 根岸　くらら 粕川　莉愛
17 30:32 細井小学校B 小田嶋 みやび 多賀谷　咲那 長山　芽生 住谷　咲季 鈴木　悠真
18 30:36 ＴＥＡＭ．Ｋ　Ａ 吉田　彩笑 小林　愛依 岩田　麻綾 大橋　由佳 大西　仁菜
19 30:53 永明小　C 北野　加奈子 荒木　来夢 福田　彩寧 鈴木　美桜香 髙瀨　葵
20 31:05 時ちゃん 山田　沙弥 関口　憂美 浅野　葵 山中　麻優子 金井　絢菜
21 31:06 桂萱ランナーズ（桂萱小B） 篠原　優花 髙野　美咲 久保田　夏未 内田　舞 髙村　萌愛
22 31:23 永明小　D 相原　知奈 石田　真彩 髙野　七虹 長澤　奏羽 岩田　芽依
23 31:46 ＴＥＡＭ．Ｋ　Ｂ 大野　慶真 中里　美心 高橋　杏奈 立川　遥稀 赤石　来杏
24 32:06 桂萱東小D 松倉　美月 安藤　佳菜 川口　美花 藤本　初音 栗原　さくら
25 32:09 AMAGAWA5B 中林　紗英 田中　瑠々愛 岡安　眞子 藤村　真奈香 西島　百香
26 32:13 永明小　E 栁屋　理子 森田　晴 新保　莉里花 安藤　里桜 山田　未優
27 32:53 ＴＯＫＩＺＡＷＡ５（ファイブ） 山口　紗未 二瓶　ひなた 西山　舞姫 富井　かのん 南雲　結月
28 33:32 天川STARS 大木　くらら 小堀　心美 清水　菜苗 山口　胡桃 三木　優里乃
29 33:53 附属小　ロケッツ 入澤　優菜 志和　唯佳 金山　心結 清水　すみれ 金山　美伶

順位 タイム チーム

順位 タイム チーム



30 34:05 永明小　F 佐藤　妃華 植木　明優華 小林　柚葉 篠原　叶愛妃 髙橋　萌華


