
群馬県中学生新人駅伝競走大会  　女子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
第1区(3.16km) 第2区(1.88km) 第3区(1.88km) 第4区(1.88km) 第5区(2.96km)

林 英麻(1) 田中 美帆(1) 金子 美聡(1) 金子柚季野(1) 田邊比奈乃(2)
1 40:32 前・富士見 (1) 10:37 (1) 17:10 (1) 23:26 (1) 30:12 (1) 40:32

NGR (1) 10:37 NSR (2) 6:33 (1) 6:16 (2) 6:46 NSR (1) 10:20 NSR
八田ももか(1) 西尾 星那(1) 八木麻衣香(1) 中嶋 祐奈(2) 橋本 美咲(2)

2 41:48 高・吉井中央 (4) 10:52 (2) 17:34 (2) 24:21 (2) 31:10 (2) 41:48
NGR (4) 10:52 (3) 6:42 (2) 6:47 (3) 6:49 (2) 10:38

新井可奈子(2) 鎌田 里咲(2) 堀口 結希乃(1) 田邊 乃愛(1) 永井 玲奈(2)
3 42:15 吾･中中 (6) 11:18 (3) 17:34 (3) 24:31 (3) 31:30 (3) 42:15

(6) 11:18 (1) 6:16 NSR (6) 6:57 (4) 6:59 (3) 10:45
鶴谷 芽衣(1) 笠原 実紅(1) 田中 優衣(2) 山口 千尋(1) 明石 伊生(2)

4 42:52 高・中央中等 (2) 10:50 (4) 18:03 (4) 25:13 (4) 31:55 (4) 42:52
(2) 10:50 (12) 7:13 (9) 7:10 (1) 6:42 NSR (4) 10:57

金子 あみ(2) 松下 水紀(2) 松下 公香(2) 狩野 菜々(1) 角田 彩(2)
5 43:48 渋・古巻 (9) 11:47 (9) 18:42 (7) 25:32 (6) 32:36 (5) 43:48

(9) 11:47 (5) 6:55 (3) 6:50 (6) 7:04 (7) 11:12
田島 果奈(2) 松原 彩乃(1) 川村 琴音(2) 中川 玲奈(2) 生形まなみ(2)

6 43:51 伊・あずま (8) 11:41 (7) 18:26 (5) 25:19 (5) 32:24 (6) 43:51
(8) 11:41 (4) 6:45 (5) 6:53 (8) 7:05 (8) 11:27

森尻 美優(2) 林 遥香(1) 相馬 汐里(2) 川村 樹世(2) 中島 萌香(2)
7 44:01 藤･北中 (5) 11:05 (6) 18:16 (8) 25:32 (7) 32:54 (7) 44:01

(5) 11:05 (11) 7:11 (12) 7:16 (9) 7:22 (6) 11:07
鈴木あゆ美(1) 瀧澤 朋夏(2) 石本 麗衣(2) 佐藤 佑奈(2) 関口 美都(1)

8 44:13 前･大胡 (14) 12:02 (12) 19:10 (11) 26:16 (10) 33:16 (8) 44:13
(14) 12:02 (9) 7:08 (8) 7:06 (5) 7:00 (4) 10:57

伊藤 玲奈(2) 信澤 杏奈(2) 下山 葉月(2) 新井沙栄理(2) 石井 優希(1)
9 44:33 伊・宮郷 (11) 11:58 (10) 18:59 (10) 25:50 (8) 32:54 (9) 44:33

(11) 11:58 (8) 7:01 (4) 6:51 (6) 7:04 (11) 11:39
長谷川莉奈(2) 田代 鈴果(2) 山下 詩乃(2) 萩原 那緒(2) 木村 智映(2)

10 44:46 伊・境西 (7) 11:31 (8) 18:29 (6) 25:28 (9) 33:04 (10) 44:46
(7) 11:31 (7) 6:58 (7) 6:59 (13) 7:36 (12) 11:42

齋藤茉由子(1) 金子 奈緒(1) 石田 茉矢(1) 飯野 朋花(1) 戸井 理奈(1)
11 45:12 藤･小野 (3) 10:51 (5) 18:07 (9) 25:34 (11) 33:37 (11) 45:12

(3) 10:51 (15) 7:16 (16) 7:27 (22) 8:03 (10) 11:35
山森亜由美(2) 町田 怜美(2) 木村 美雪(1) 丸山 葵(1) 木村 彩乃(2)

12 45:53 高・片岡 (15) 12:03 (16) 19:20 (12) 26:35 (12) 34:11 (12) 45:53
(15) 12:03 (16) 7:17 (11) 7:15 (13) 7:36 (12) 11:42

矢島 麻衣(1) 岸野悠惟子(1) 阪元　美羽(1) 力石　百為(2) 松嶋 優希(2)
13 46:01 み・笠懸 (13) 12:01 (15) 19:14 (13) 26:39 (14) 34:27 (13) 46:01

(13) 12:01 (12) 7:13 (15) 7:25 (20) 7:48 (9) 11:34
原田 実咲(2) 堀込 茉由(2) 岩崎 由茉(2) 久保菜々子(2) 髙村 樹里(2)

14 46:14 高･高南 (18) 12:07 (17) 19:35 (17) 26:56 (15) 34:29 (14) 46:14
(18) 12:07 (20) 7:28 (13) 7:21 (10) 7:33 (14) 11:45

田口 星奈(2) 高橋 七海(1) 富沢 恭子(1) 野村 瑞歩(1) 堀澤 陽香(2)
15 46:57 伊・殖蓮 (17) 12:06 (11) 19:03 (15) 26:44 (16) 34:53 (15) 46:57

(17) 12:06 (6) 6:57 (19) 7:41 (23) 8:09 (17) 12:04
大井　葉月(2) 佐藤 可菜(2) 小河原百映(2) 髙見澤夏美(2) 高橋明日香(2)

16 47:21 安・第二 (19) 12:35 (19) 19:44 (16) 26:55 (18) 35:14 (16) 47:21
(19) 12:35 (10) 7:09 (10) 7:11 (25) 8:19 (18) 12:07

小玉萌々子(1) 安野 茉海(2) 田中憂璃菜(1) 川野 詩織(1) 間渕 紗貴(1)
17 47:45 高・群馬中央 (20) 12:40 (20) 19:58 (20) 28:11 (19) 35:46 (17) 47:45

(20) 12:40 (17) 7:18 (25) 8:13 (12) 7:35 (16) 11:59
大石 麻衣(1) 福田 藍(1) 竹内 楓(2) 東福寺成美(2) 伊藤 海空(1)

18 47:53 高･寺尾 (12) 11:59 (13) 19:12 (18) 26:59 (17) 35:01 (18) 47:53
(12) 11:59 (12) 7:13 (21) 7:47 (21) 8:02 (25) 12:52

成田 未侑(2) 加藤 美波(2) 森嶋 理瑳(2) 石田 紗香(1) 岡林 亜希(1)
19 48:09 前・元総社 (22) 12:59 (21) 20:33 (21) 28:19 (20) 35:53 (19) 48:09

(22) 12:59 (21) 7:34 (20) 7:46 (11) 7:34 (20) 12:16
宮本あかり(1) 中林 未来(1) 平岡 由真(2) 小林 柚希(1) 國安 夏実(2)

20 48:10 伊・第一 (16) 12:05 (18) 19:42 (19) 27:36 (21) 35:54 (20) 48:10
(16) 12:05 (22) 7:37 (24) 7:54 (24) 8:18 (20) 12:16
原 志穂(2) 佐々木茜里(2) 関端 梨夏(2) 渡邊 玲香(2) 武者 杏奈(2)

21 49:14 佐波・玉南 (26) 13:22 (24) 21:00 (23) 28:24 (23) 36:47 (21) 49:14
(26) 13:22 (24) 7:38 (14) 7:24 (26) 8:23 (22) 12:27

須田 澪奈(2) 下境 里彩(1) 武井 祐(1) 矢内 利奈(2) 長井咲弥花(2)
22 49:17 高・中尾 (23) 13:07 (23) 20:44 (22) 28:21 (22) 36:07 (22) 49:17

(23) 13:07 (22) 7:37 (18) 7:37 (19) 7:46 (26) 13:10
室岡 茉那(2) 岩崎安里寿(1) 生方 杏佳(1) 平山 樹葉(1) 下元 真奈(2)

23 49:21 前･木瀬 (24) 13:18 (22) 20:39 (24) 28:26 (25) 37:26 (23) 49:21
(24) 13:18 (19) 7:21 (21) 7:47 (27) 9:00 (15) 11:55

木部 有理(2) 佐藤 唯奈(1) 坂口 桜(1) 宮内 七海(2) 關口絵美歌(2)
24 49:36 前･第五 (25) 13:22 (25) 21:23 (25) 29:38 (24) 37:22 (24) 49:36

(25) 13:22 (25) 8:01 (26) 8:15 (17) 7:44 (19) 12:14
山上 琴音(1) 髙沢 美夏(2) 天川 汐里(1) 井上 舞耶(2) 市川絵美佳(2)

25 50:09 桐･新里 (21) 12:51 (27) 22:03 (27) 29:54 (26) 37:37 (25) 50:09
(21) 12:51 (27) 9:12 (23) 7:51 (16) 7:43 (23) 12:32

奥山 優香(1) 田島みのり(2) 齋藤 美紅(2) 伊藤れいな(1) 菊地 風花(1)
26 50:18 太･城東 (27) 13:23 (26) 21:38 (26) 29:53 (27) 37:38 (26) 50:18

(27) 13:23 (26) 8:15 (26) 8:15 (18) 7:45 (24) 12:40
相川 真穂(1) 相川 真優(1) 青木 ちか(1) 高橋 由衣(2) 池田 理瑚(1)

27 高・長野郷 (10) 11:53 (14) 19:12 (14) 26:40 (13) 34:18
(10) 11:53 (18) 7:19 (17) 7:28 (15) 7:38 DNF

28 DNS 伊・第二

〔42:01〕 〔10:46〕 〔6:32〕 〔6:14〕 〔6:47〕 〔10:23〕
＊NGR：大会新記録　　＊NSR：区間新記録
＊DNS：欠場、＊DNF：途中棄権

順位 学校名タイム



群馬県中学生新人駅伝競走大会  　女子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
第1区(3.16km) 第2区(1.88km) 第3区(1.88km) 第4区(1.88km) 第5区(2.96km)
高橋 奈那(1) 七五三木縁(2) 山根 玲奈(2) 吉澤 亜美(1) 深津 里佳(2)

1 44:10 利根 (1) 11:44 (1) 18:46 (1) 25:38 (1) 32:51 (1) 44:10
(1) 11:44 (1) 7:02 (1) 6:52 (1) 7:13 (1) 11:19

順位 学校名タイム



群馬県中学生新人駅伝競走大会  　女子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
第1区(3.16km) 第2区(1.88km) 第3区(1.88km) 第4区(1.88km) 第5区(2.96km)
不破亜莉珠(1) 稲見 朱莉(1) 小柳 実玖(1) 津久井 萌(1) 矢沢 莉子(1)

1 44:11 高･第一/高･大類 (1) 11:13 (1) 18:54 (1) 25:33 (1) 32:47 (1) 44:11
(1) 11:13 (3) 7:41 (1) 6:39 (1) 7:14 (2) 11:24

今井 星来(2) 細谷 柚衣(1) 西原しずか(2) 高柳 海音(2) 藤倉 麻衣(1)
2 44:54 伊･第三/伊･四ツ葉 (2) 12:13 (2) 19:00 (2) 26:25 (2) 33:44 (2) 44:54

(2) 12:13 (1) 6:47 (3) 7:25 (2) 7:19 (1) 11:10
佐藤かりん(2) 磯田 有咲(1) 依田 楓(1) 唐澤 七海(1) 藤塚 悠希(2)

3 47:33 前･桂萱/前･東中 (3) 12:56 (3) 20:16 (3) 27:37 (3) 35:45 (3) 47:33
(3) 12:56 (2) 7:20 (2) 7:21 (3) 8:08 (3) 11:48

順位 学校名タイム



群馬県中学生新人駅伝競走大会  　男子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
第1区(3.16km) 第2区(2.96km) 第3区(2.96km) 第4区(2.96km) 第5区(2.96km) 第6区(2.96km)
髙橋 達彦(1) 佐川 海斗(1) 齊藤奈央人(2) 中村 尚稀(2) 小倉 聖史(2) 荒井 彰太(2)

1 1:00:20 み・笠懸 (6) 10:13 (4) 19:57 (2) 29:32 (1) 39:12 (1) 49:56 (1) 1:00:20
NGR (6) 10:13 (3) 9:44 (2) 9:35 (1) 9:40 (16) 10:44 (12) 10:24

清水 崚汰(2) 富澤 達弘(2) 福原 広大(1) 坂井 竜煕(1) 小池 一樹(2) 飯塚 那智(1)
2 1:00:28 吾･中中 (1) 9:58 (2) 19:49 (3) 29:42 (4) 40:22 (4) 50:53 (2) 1:00:28

(1) 9:58 NSR (7) 9:51 (3) 9:53 (16) 10:40 (5) 10:31 (1) 9:35
福田 翼(2) 中嶋 友也(2) 佐藤 圭悟(1) 黒澤 一真(1) 江原 未羽(2) 米田 拓史(2)

3 1:00:30 高・吉井中央 (7) 10:13 (5) 20:08 (6) 30:19 (6) 40:57 (5) 50:54 (3) 1:00:30
(7) 10:13 (8) 9:55 (8) 10:11 (14) 10:38 (2) 9:57 (2) 9:36

今井隼之介(2) 堀川 穂高(2) 新井 健人(2) 下境 佑(2) 榮田 翔太(2) 木島飛呂斗(1)
4 1:00:54 前・大胡 (11) 10:28 (8) 20:25 (1) 29:29 (2) 39:25 (2) 50:21 (4) 1:00:54

(11) 10:28 (11) 9:57 (1) 9:04 NSR (2) 9:56 (24) 10:56 (17) 10:33
大手 航平(2) 今井 大樹(2) 湯浅 大(1) 石井 俊哉(2) 津金沢研成(2) 勅使河原滉介(2)

5 1:01:24 富・西中 (5) 10:12 (3) 19:53 (4) 30:02 (3) 40:05 (3) 50:52 (5) 1:01:24
(5) 10:12 (2) 9:41 (6) 10:09 (3) 10:03 (19) 10:47 (16) 10:32

堀越 勇希(2) 狩野遼太郎(2) 関口 拓海(2) 吉本 海渡(2) 地森　真澄(2) 山田 涼雅(1)
6 1:01:48 藤・北中 (4) 10:10 (7) 20:24 (8) 30:41 (7) 40:59 (7) 51:34 (6) 1:01:48

(4) 10:10 (22) 10:14 (10) 10:17 (5) 10:18 (9) 10:35 (7) 10:14
内田 朋秀(2) 早川 大騎(2) 石川 大貴(2) 宮本 悠(2) 栗原 啓吾(1) 大島 慧士(2)

7 1:02:13 伊・第二 (29) 11:07 (16) 20:53 (9) 30:54 (9) 41:20 (8) 51:39 (7) 1:02:13
(29) 11:07 (5) 9:46 (4) 10:01 (10) 10:26 (3) 10:19 (18) 10:34

森田 瑛介(1) 蓮沼 直希(1) 中野 陽介(1) 大友 陸(1) 新田 友斗(1) 小池 脩太(1)
8 1:02:28 前･東中 (3) 10:07 (1) 19:44 (7) 30:38 (11) 41:28 (13) 52:23 (8) 1:02:28

(3) 10:07 (1) 9:37 (26) 10:54 (23) 10:50 (23) 10:55 (5) 10:05
松本光太郎(1) 勝又 歩(2) 曳町 晴紀(2) 宮武 朱明(2) 中村 達規(2) 金井 啓太(2)

9 1:02:38 前・第一 (9) 10:24 (18) 20:58 (19) 31:27 (16) 42:01 (15) 52:41 (9) 1:02:38
(9) 10:24 (27) 10:34 (15) 10:29 (12) 10:34 (13) 10:40 (3) 9:57

金子 哲佳(2) 堀口 賢志(1) 入澤 駿(2) 細井 哲平(2) 深澤 祥貴(1) 小島 潤大(2)
10 1:02:38 伊・第三 (8) 10:24 (6) 20:08 (5) 30:18 (5) 40:43 (6) 51:21 (10) 1:02:38

(8) 10:24 (3) 9:44 (7) 10:10 (9) 10:25 (11) 10:38 (24) 11:17
日野原智也(2) 鯉沼 勇貴(2) 田口 浩平(2) 谷内 優介(1) 小澤 海城(1) 工藤 光介(2)

11 1:02:56 伊・第四 (10) 10:25 (13) 20:35 (14) 31:08 (19) 42:15 (16) 52:47 (11) 1:02:56
(10) 10:25 (17) 10:10 (17) 10:33 (28) 11:07 (6) 10:32 (6) 10:09

清水 翔斗(2) 西巻 仁貴(1) 三宅 悠生(1) 腰塚 遥人(1) 青木 祐人(2) 中野 翔梧(2)
12 1:02:58 桐･清流 (23) 11:01 (21) 21:06 (17) 31:23 (15) 41:47 (11) 52:19 (12) 1:02:58

(23) 11:01 (14) 10:05 (10) 10:17 (8) 10:24 (6) 10:32 (20) 10:39
川端 航生(2) 杉本 詠士(2) 井田 幸希(2) 小暮千佳良(2) 福田 裕(2) 小保方将司(2)

13 1:03:02 伊・殖蓮 (20) 10:44 (12) 20:33 (12) 31:00 (14) 41:41 (14) 52:38 (13) 1:03:02
(20) 10:44 (6) 9:49 (14) 10:27 (19) 10:41 (25) 10:57 (12) 10:24

平井 雄大(2) 佐野飛多希(2) 神戸 祐人(1) 矢島 滉大(2) 茂原 毅人(1) 小河原秀輝(2)
14 1:03:08 高・吉井西 (18) 10:42 (15) 20:50 (18) 31:26 (17) 42:06 (17) 52:51 (14) 1:03:08

(18) 10:42 (15) 10:08 (21) 10:36 (16) 10:40 (18) 10:45 (9) 10:17
渡辺 毅(2) 新井 遼平(1) 荒牧 里駆(1) 八木 智矢(2) 関口 翔太(2) 小暮 拓斗(2)

15 1:03:16 伊・宮郷 (31) 11:12 (22) 21:09 (15) 31:10 (12) 41:30 (9) 52:10 (15) 1:03:16
(31) 11:12 (11) 9:57 (4) 10:01 (6) 10:20 (13) 10:40 (23) 11:06

梅田 崇汰(2) 橋爪 渉汰(2) 石川 直人(2) 瀧野 舜(2) 須田 龍平(1) 森田 将矢(1)
16 1:03:44 高・箕郷 (17) 10:40 (14) 20:41 (10) 30:57 (10) 41:20 (10) 52:12 (16) 1:03:44

(17) 10:40 (13) 10:01 (9) 10:16 (7) 10:23 (21) 10:52 (26) 11:32
宮澤 賢太(2) 中里見清晴(1) 藤井 悠太(2) 宮下 璃久(1) 清水貴久巳(1) 林 寿飛(2)

17 1:03:52 高･榛名 (14) 10:34 (10) 20:30 (13) 31:00 (8) 41:15 (12) 52:22 (17) 1:03:52
(14) 10:34 (10) 9:56 (16) 10:30 (4) 10:15 (29) 11:07 (25) 11:30

桑原 勇人(1) 相川 勇樹(1) 長野 憲友(1) 大山 将平(1) 笠原 大夢(2) 笹澤 耕平(2)
18 1:04:01 高・長野郷 (19) 10:43 (24) 21:12 (24) 32:00 (22) 42:55 (21) 53:35 (18) 1:04:01

(19) 10:43 (25) 10:29 (25) 10:48 (25) 10:55 (13) 10:40 (14) 10:26
桒原 一道(1) 甲斐 俊輝(2) 土屋 研人(2) 藤井 貴盛(1) 月脚 聖(2) 寺沢 彩杜(2)

19 1:04:06 高・群馬中央 (15) 10:38 (31) 22:07 (29) 32:41 (29) 43:30 (28) 54:03 (19) 1:04:06
(15) 10:38 (34) 11:29 (18) 10:34 (21) 10:49 (8) 10:33 (4) 10:03
工藤 望(2) 竹澤 秀斗(2) 大関 健(2) 浅貝 悠斗(2) 小林 紫苑(2) 伊藤 肇(2)

20 1:04:13 伊・あずま (2) 10:04 (9) 20:26 (21) 31:43 (24) 42:59 (26) 53:59 (20) 1:04:13
(2) 10:04 ESR (23) 10:22 (33) 11:17 (29) 11:16 (27) 11:00 (7) 10:14

順位 学校名タイム



須田 隆介(2) 後藤 晃太(2) 齋藤 工(1) 間渕 大樹(2) 福田 駿斗(2) 川島 鉄平(2)
21 1:04:17 前・元総社 (32) 11:14 (30) 22:01 (28) 32:36 (26) 43:12 (23) 53:49 (21) 1:04:17

(32) 11:14 (31) 10:47 (19) 10:35 (13) 10:36 (10) 10:37 (15) 10:28
中村 凌(2) 山﨑 翔悟(2) 長沼 優輝(2) 増子 秀樹(1) 奈良 康雅(2) 眞田 崇弘(1)

22 1:04:21 吾･原町 (21) 10:44 (17) 20:56 (16) 31:18 (18) 42:07 (22) 53:40 (22) 1:04:21
(21) 10:44 (19) 10:12 (12) 10:22 (21) 10:49 (32) 11:33 (21) 10:41

浦野 卓也(2) 石田 望(2) 松本 直基(2) 斎藤 晟也(2) 田中 雄大(2) 永井 滉達(2)
23 1:04:22 高・高南 (27) 11:03 (25) 21:14 (26) 32:18 (23) 42:58 (25) 53:59 (23) 1:04:22

(27) 11:03 (18) 10:11 (29) 11:04 (16) 10:40 (28) 11:01 (11) 10:23
今井 樹(1) 一倉 海斗(2) 堀米 康希(1) 樋口 俊祐(2) 丸橋 奏太(2) 青木 奨悟(2)

24 1:04:29 高・寺尾 (13) 10:34 (26) 21:15 (23) 31:51 (28) 43:23 (24) 53:53 (24) 1:04:29
(13) 10:34 (30) 10:41 (21) 10:36 (32) 11:32 (4) 10:30 (19) 10:36

本田 吏輝(2) 佐藤 優弘(2) 福士 舜人(2) 福井 一真(1) 早川 輝(2) 山本 大(2)
25 1:04:40 太･城西 (16) 10:38 (11) 20:33 (11) 30:58 (13) 41:37 (18) 53:00 (25) 1:04:40

(16) 10:38 (8) 9:55 (13) 10:25 (15) 10:39 (30) 11:23 (29) 11:40
吉田 渉(2) 田端 宏行(1) 渡辺 龍飛(1) 髙橋 凌太(2) 山ノ内梨功(2) 原田 颯人(1)

26 1:04:58 伊・境西 (12) 10:33 (19) 21:04 (20) 31:40 (20) 42:32 (20) 53:21 (26) 1:04:58
(12) 10:33 (26) 10:31 (21) 10:36 (24) 10:52 (20) 10:49 (28) 11:37
山本 岳(2) 田中 秀幸(2) 長沼 光希(1) 田代 翼(2) 本部 拓(2) 小玉 青葉(2)

27 1:04:59 前・第五 (22) 10:52 (20) 21:05 (25) 32:15 (30) 43:32 (29) 54:11 (27) 1:04:59
(22) 10:52 (20) 10:13 (30) 11:10 (30) 11:17 (12) 10:39 (22) 10:48

塩野 敦洋(1) 青沼 友貴(2) 飯塚 愛祈(2) 飯塚 峻大(2) 石坂 雅(2) 田中 駿也(2)
28 1:05:42 渋・古巻 (35) 11:41 (29) 21:54 (31) 32:53 (27) 43:21 (19) 53:01 (28) 1:05:42

(35) 11:41 (20) 10:13 (27) 10:59 (11) 10:28 (1) 9:40 NSR (35) 12:41
細谷 遼平(2) 三井 颯斗(1) ﾊﾞｻﾞﾝ ｱﾚｸｼｽ(1) 宮本 佳樹(2) 宿村 勇希(2) 坂本 吏駒(1)

29 1:05:56 伊・第一 (25) 11:01 (27) 21:40 (27) 32:21 (25) 43:07 (27) 54:00 (29) 1:05:56
(25) 11:01 (29) 10:39 (24) 10:41 (20) 10:46 (22) 10:53 (32) 11:56
中島 翼(2) 大澤 拓郎(1) 黒澤 大地(1) 森橋 義基(2) 早川 綾二(1) 森野 泰斗(2)

30 1:07:22 高・入野 (26) 11:02 (23) 21:10 (22) 31:45 (21) 42:41 (30) 54:55 (30) 1:07:22
(26) 11:02 (15) 10:08 (19) 10:35 (26) 10:56 (35) 12:14 (33) 12:27

田村 維規(2) 森田 大雅(2) 小林 勇希(2) 片山 珠希(2) 飯塚 幹太(2) 黒澤亮太郎(1)
31 1:07:29 佐波・玉南 (30) 11:07 (32) 22:10 (32) 33:12 (31) 44:18 (31) 55:44 (31) 1:07:29

(30) 11:07 (32) 11:03 (28) 11:02 (27) 11:06 (31) 11:26 (31) 11:45
佐藤 淑弘(2) 横田 陸人(2) 畑谷 悠真(1) 伊丹 奨真(1) 植野 滉太(1) 中村 辰貴(1)

32 1:07:38 富・妙義 (24) 11:01 (33) 22:13 (33) 33:32 (33) 45:04 (32) 56:03 (32) 1:07:38
(24) 11:01 (33) 11:12 (34) 11:19 (32) 11:32 (26) 10:59 (27) 11:35

佐藤 裕人(2) 橋爪 健太(1) 松井 将起(2) 水出 恭太(1) 渡辺 光紀(1) 保木 悠佑(1)
33 1:08:28 高・中央中等 (34) 11:29 (36) 23:28 (35) 34:39 (36) 47:27 (35) 58:11 (33) 1:08:28

(34) 11:29 (36) 11:59 (31) 11:11 (36) 12:48 (16) 10:44 (9) 10:17
小林 亮太(2) 田窪 響(2) 木村 魁人(2) 野尻 大河(2) 野口 和馬(1) 鏑木 航河(1)

34 1:09:45 桐・新里 (36) 11:50 (34) 22:27 (34) 34:25 (34) 45:50 (34) 58:03 (34) 1:09:45
(36) 11:50 (28) 10:37 (35) 11:58 (31) 11:25 (34) 12:13 (30) 11:42

青木 優大(1) 青木 雄大(2) 八木 大揮(1) 清水 稜太(1) 吉田 風太(1) 茂木 皓貴(1)
35 1:11:05 高・矢中 (28) 11:03 (35) 22:35 (36) 34:44 (35) 46:22 (36) 58:38 (35) 1:11:05

(28) 11:03 (35) 11:32 (36) 12:09 (34) 11:38 (36) 12:16 (33) 12:27
新井 弘(2) 外丸征太朗(1) 松井 彰吾(1) 桒原 涼(1) 澤村 瑞希(2) 村田 悠稀(2)

36 高・中尾 (33) 11:15 (28) 21:41 (30) 32:52 (32) 44:41 (33) 56:29
(33) 11:15 (24) 10:26 (31) 11:11 (35) 11:49 (33) 11:48 DNF

〔1:00:26〕 〔10:04〕 〔9:09〕 〔9:33〕 〔9:24〕 〔09:53〕 〔9:26〕
NGR：大会新記録　　NSR:区間新記録
ESR:区間タイ記録
DNF:区間未完走



群馬県中学生新人駅伝競走大会  　男子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
第1区(3.16km) 第2区(2.96km) 第3区(2.96km) 第4区(2.96km) 第5区(2.96km) 第6区(2.96km)
大竹 風馬(3) 清水 涼雅(3) 星野 元気(2) 湯本 尚希(1) 亀田 拓郎(3) 萩原 昌人(3)

1 1:00:06 利根 (1) 10:13 (1) 19:41 (1) 29:28 (1) 39:21 (1) 49:29 (1) 1:00:06
(1) 10:13 (1) 9:28 (1) 9:47 (1) 9:53 (1) 10:08 (1) 10:37

順位 学校名タイム



群馬県中学生新人駅伝競走大会  　男子総合結果一覧                    
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２５年１月１２日（土）

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区
第1区(3.16km) 第2区(2.96km) 第3区(2.96km) 第4区(2.96km) 第5区(2.96km) 第6区(2.96km)
寺嶌 渓一(1) 萩原 悠策(1) 木嶋 佑堅(2) 都丸 勇祐(2) 國友 晴信(1) 北澤 優真(1)

1 1:04:20 前･富士見/前･桂萱 (1) 10:12 (1) 20:19 (1) 31:12 (1) 42:00 (1) 53:25 (1) 1:04:20
(1) 10:12 (1) 10:07 (1) 10:53 (1) 10:48 (1) 11:25 (1) 10:55

順位 学校名タイム
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