
第51回登利平ALSOK群馬杯　前橋市内駅伝競走大会  　中学生男子・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）

＜中学生男子＞

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
２．８ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ ２．２ｋｍ

1 40:52 富士見中 樺澤　温輝 小野　悠馬 中村　翔悟 日野　彩斗 城田　翔生
2 40:54 南橘中A 髙橋　大輝 高橋　拓士 沼野　舜太 太田　紘夢 青木　稜
3 41:26 粕川中 星野　大地 大西　那央 清水　希良 諸星　風弥 小野　洵平
4 42:30 木瀬中 長岡　大暉 青木　創太郎 北上　和希 田尾　奏人 清水　友椰
5 42:36 前橋市立桂萱中学校Ａ 町田　遥翔 川野　佑隼 細井　奎樹 関　竜海 新井　悠義
6 42:52 前橋市立大胡中学校 山田　理基 鈴木　康誠 深澤　晴成 矢代　弘晃 岩丸　拓未
7 44:13 前橋東中Ａ 髙橋　アイル 永井　晃気 若林　凌大 水野　朝陽 田中　湊斗
8 46:06 桂萱中　Men’sprinteｒ 針ヶ谷　昴汰 加藤　宏弥 樺澤　拓久 丸山　正悟 矢内　響己
9 46:07 桂萱中　野球部Ａ 今井　厚志 國雲　健心 横堀　竜哉 石井　和貴 関　快斗
10 49:23 南橘中B 菊地　諒 橋爪　航太 峯岸　朔也 藤井　泰成 澤木　祐希
11 52:20 前橋東中Ｂ 内林　巧 加藤　義也 塩ノ谷　正崇 近藤　希歩 矢野　楓真
12 52:30 桂萱中　野球部Ｂ 若井　貴也 木村　淳一 高野　祐輔 狩野　颯大 狩野　響
13 52:35 南橘中C 齋藤　悟 鈴木　慶博 干川　歩夢 佐俣　啓悟 横澤　太基
14 52:53 南橘中D 藤生　知徳 島　武晴 大山　右京 青木　梓 粕川　虎之介

OPN 39:43 高崎中尾中・夢 塚越　礼 黛　大夢 佐々木　駆 木村　和生 森山　輝
OPN 42:19 高崎中尾中・星 郷緒　快成 大原　向陽 塚越　展 米倉　拓 橋爪　駆
OPN 42:44 高崎中尾中・月 田村　健一郎 金子　海渡 田中　良弥 萩原　飛幸 狩野　孝幸

＜中学生女子＞
１区 ２区 ３区 ４区 ５区

１．６ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ １．５ｋｍ
1 26:07 前橋七中 田中　璃音 町田　優里 町田　妃那 羽入田　暖愛 清水　穂音香
2 26:20 前橋市立第三中学校 前田　春菜 清水　花栞 溝口　春花 松井　ののか 前川　月乃
3 26:22 六中Ｔeam-Ｔ 腰越　路楓 田村　優羽 伊藤　帆南 水野　沙姫 藤井　聖月
4 26:24 富士見中女子 萩原　愛華 森　姫奈乃 阿部　夏芽 坂本　心美 後藤　咲貴
5 26:26 六中Ｔeam-Ｓ 植松　美結 牧　澪奈 竹内　優輝 小畑　知奈 小渕　瑠南
6 26:35 前橋市立桂萱中学校Ａ 高木　胡花 平澤　凜 石井　杏奈 湯浅　美天 山本　世李菜
7 26:50 木瀬中Ａ 木沢　仁美 眞下　晴 小林　麻友子 島﨑　桜 新田　晴菜
8 26:59 前橋市立第五中学校 栗本　望来 河原　めい 木村　瑞奈 小谷野　葵衣 藤原　咲也香
9 28:09 粕川中 津久井　こはく 栗原　唯夏 赤石　来夏 金山　愛実 三舩　幸恋
10 28:18 前橋市立桂萱中学校Ｂ 西脇　小雪 赤石　来美 縄野　羽奏 中川　莉沙 羽鳥　舞桜
11 28:32 六中Ｔeam-Ａ 金城　幸芽 清水　露彩 中澤　亜衣 吉田　季星 岩田　咲恵
12 28:53 南橘中A 荒井　玲那 一之瀬　真子 柴田　波 石橋　永愛 白鳥　美羽
13 28:54 前橋東中Ａ 堀野　結良 諸田　樹 小林　七実 岡部　灯和 森川　明希乃
14 29:19 前橋市立大胡中学校 木下　花菜 木村　彩花 山口　桃子 本川　和奏 平石　葵
15 29:52 木瀬中Ｂ 引田　理子 大河原　珠凪 池田　麗葉 田邉　祁来 多田　舞桜
16 30:31 桂萱中sprinter 篠原　琴珀 北爪　凜音 小鮒　春花 田中　志織 目崎　心和
17 31:28 前橋東中Ｂ 中村　花音 太刀川　千尋 佐藤　るい 伏見　菜奈 飯塚　佳音

OPN 27:47 中尾中学校・花 清水　咲帆 秀島　ひなた 鈴木　杏 高橋　凜 吉田　桃子

順位 タイム チーム

順位 タイム チーム


