
男子一般フル 駅伝
総合結果・リスト
第４５回　榛名湖駅伝競走大会
2013年 9月 3日 8時30分
審 判 長：有坂　精児
記録主任：吉田　　正
競技場：榛名湖周辺コース(フルコース：３０km、ハーフコース：１６．５km)

記録
ｺﾒﾝﾄ 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

小林 聖 戸部 凌佑 鵜生川大貴 野口 颯希 清水 涼雅
(1) 24:36 (1) 41:19 (1) 58:42 (1) 1:15:31 (1) 1:33:28
(1) 24:36 (2) 16:43 (4) 17:23 (2) 16:49 (7) 17:57

田中 佑弥 飯野 汰一 秋間 正輝 千吉良光輝 星 達人
(4) 25:45 (2) 42:11 (2) 59:09 (2) 1:16:27 (2) 1:33:45
(4) 25:45 (1) 16:26 (1) 16:58 (4) 17:18 (3) 17:18

牧野 冴希 大山 研二 福田 仁 川内 優輝 山崎 馨
(3) 25:07 (4) 42:45 (6) 1:00:59 (3) 1:17:12 (3) 1:34:24
(3) 25:07 (12) 17:38 (12) 18:14 (1) 16:13 (2) 17:12

奈良 航佑 山森 魁人 黒岩 勇作 吉池 優 岡田 泰彰
(6) 25:53 (5) 42:47 (5) 1:00:13 (4) 1:17:47 (4) 1:35:56
(6) 25:53 (4) 16:54 (5) 17:26 (6) 17:34 (10) 18:09

強矢 涼太 長谷川泰大 山田 京平 神戸 航輝 赤澤 篤
(8) 26:07 (6) 43:00 (4) 1:00:09 (6) 1:18:28 (5) 1:36:08
(8) 26:07 (3) 16:53 (2) 17:09 (12) 18:19 (6) 17:40

清水 歓太 鵜之沢敦志 瀬下 弘基 石川 武瑠 島村 黎樹
(2) 24:40 (3) 42:26 (3) 59:36 (5) 1:18:02 (6) 1:36:46
(2) 24:40 (17) 17:46 (3) 17:10 (15) 18:26 (17) 18:44

河村 洋之 五月女佑太 高田 宏樹 関口 優馬 高橋 享太
(11) 26:10 (9) 43:30 (8) 1:01:15 (8) 1:19:37 (7) 1:37:34
(11) 26:10 (7) 17:20 (7) 17:45 (13) 18:22 (7) 17:57
小原 大地 勢井慎太郎 関根 大和 古賀 充 林 力斗
(14) 26:15 (10) 43:40 (9) 1:01:40 (9) 1:19:51 (8) 1:38:06
(14) 26:15 (8) 17:25 (8) 18:00 (10) 18:11 (13) 18:15
齋藤 槇 田中友一朗 塚越 隆稔 久保田直生 宮本 拓海

(13) 26:14 (15) 44:12 (13) 1:02:19 (12) 1:20:16 (9) 1:38:14
(13) 26:14 (23) 17:58 (9) 18:07 (8) 17:57 (9) 17:58

今井竜之介 中條 龍 大場 遼 宮崎 直気 田中 恒輔
(15) 26:21 (16) 44:15 (15) 1:02:40 (11) 1:20:13 (10) 1:38:22
(15) 26:21 (21) 17:54 (16) 18:25 (5) 17:33 (10) 18:09
新井 伸吾 石橋 卓也 齋藤 大海 横川 巧 清水 翔太
(21) 27:08 (23) 45:29 (22) 1:04:03 (15) 1:21:02 (11) 1:38:28
(21) 27:08 (26) 18:21 (18) 18:34 (3) 16:59 (4) 17:26
唐澤 邑歩 関 達也 滝澤 賢人 小林 駿介 小林 誠
(24) 27:26 (22) 45:27 (20) 1:03:36 (16) 1:21:23 (12) 1:38:29
(24) 27:26 (24) 18:01 (10) 18:09 (7) 17:47 (1) 17:06
青木 純 井坂 安博 久保田和也 我妻 治 雲類鷲慶太

(16) 26:23 (7) 43:21 (10) 1:01:54 (10) 1:20:05 (13) 1:38:43
(16) 26:23 (5) 16:58 (17) 18:33 (10) 18:11 (16) 18:38
浦山 健太 原田 勝人 三嶋 淳司 中 泰斗 大友 学
(12) 26:13 (8) 43:29 (7) 1:01:05 (7) 1:19:04 (14) 1:38:54
(12) 26:13 (6) 17:16 (6) 17:36 (9) 17:59 (26) 19:50
古川 舜 佐藤 泰地 加藤 亮太 石川 聖悟 村上 一朗
(9) 26:08 (12) 43:42 (12) 1:02:05 (14) 1:20:49 (15) 1:39:14
(9) 26:08 (11) 17:34 (14) 18:23 (17) 18:44 (15) 18:25

島貫 温太 馬場 一希 中野 瑞巳 二木 耀平 鈴木 怜於
(7) 25:57 (13) 43:49 (11) 1:01:59 (13) 1:20:24 (16) 1:39:32
(7) 25:57 (20) 17:52 (11) 18:10 (14) 18:25 (22) 19:08

茂原 大悟 村上 雄哉 岩井 翼 浦野 夏 清水 諒
(5) 25:52 (11) 43:40 (14) 1:02:40 (17) 1:21:49 (17) 1:40:03
(5) 25:52 (18) 17:48 (21) 19:00 (22) 19:09 (12) 18:14

順位 No.
チーム／メン
バー

1 1:33:28 17 前橋育英高校B

2 1:33:45 16

3 1:34:24 11

4 1:35:56 13

5 1:36:08 21

6 1:36:46 8

7 1:37:34 25

8 1:38:06 1

9 1:38:14 28

10 1:38:22 18

11 1:38:28 23

12 1:38:29 24

13 1:38:43 29

14 1:38:54 3

15 1:39:14 6

16 1:39:32 2

17 1:40:03 14

前橋育英高校A

Breakthrough

高崎高校A

健大高崎高校A

前橋育英高校C

中之条高校A

中之条高校B

茨城市民ﾗﾝﾅｰｽﾞA

中央中等教育学校

藤岡中央高校A

柏市立柏高校A

伊勢崎商業高校

駒澤大学高校A

春日部東高校B

柏市立柏高校B

高崎高校B



記録
ｺﾒﾝﾄ 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区順位 No.

チーム／メン
バー

永井 諒 黒栁 宏暢 須藤 良嘉 並木 啓汰 栗原 勇貴
(22) 27:19 (20) 45:04 (21) 1:03:54 (21) 1:22:48 (18) 1:40:25
(22) 27:19 (16) 17:45 (19) 18:50 (21) 18:54 (5) 17:37
猪俣 蓮太 松本 寿紀 堀口 翔太 皆川 憂人 竹村 錦昴
(18) 26:51 (19) 44:40 (17) 1:03:04 (18) 1:21:53 (19) 1:41:30
(18) 26:51 (19) 17:49 (15) 18:24 (19) 18:49 (24) 19:37
新井 大翔 贄田伸太郎 鈴木 寛英 鈴木 崇寛 鈴木 佑麻
(17) 26:47 (17) 44:30 (16) 1:02:44 (22) 1:22:56 (20) 1:42:15
(17) 26:47 (15) 17:43 (12) 18:14 (26) 20:12 (23) 19:19

佐久間康弘 来須 直哉 村上 龍也 井坂 将希 小寺 一樹
(25) 27:52 (21) 45:19 (23) 1:05:15 (24) 1:24:07 (21) 1:42:25
(25) 27:52 (9) 17:27 (28) 19:56 (20) 18:52 (14) 18:18
石田 和俊 佐野 雅伸 松井 幸平 三田 隆幸 秋山 達也
(19) 27:02 (18) 44:31 (19) 1:03:32 (19) 1:22:16 (22) 1:42:38
(19) 27:02 (10) 17:29 (22) 19:01 (17) 18:44 (28) 20:22
小林 怜未 須賀 絢耶 鈴木 昌平 大竹 風馬 亀田 拓郎
(27) 28:32 (27) 46:36 (24) 1:05:28 (23) 1:24:05 (23) 1:42:52
(27) 28:32 (25) 18:04 (20) 18:52 (16) 18:37 (19) 18:47
橋本 隼 廣岡 将大 橋本 翔 木村 盛義 橋本 大輝

(10) 26:10 (14) 44:04 (18) 1:03:13 (20) 1:22:37 (24) 1:43:06
(10) 26:10 (21) 17:54 (23) 19:09 (24) 19:24 (29) 20:29
楯岡 和平 佐藤 真吾 原田 雅彦 津間 友樹 早川 練
(29) 28:40 (25) 46:18 (26) 1:05:33 (25) 1:25:03 (25) 1:43:48
(29) 28:40 (12) 17:38 (24) 19:15 (25) 19:30 (18) 18:45
鈴木 冽剛 荒幡 寛人 齋藤 陸佑 滝沢 大賀 小城 翔輝
(30) 28:47 (26) 46:28 (27) 1:06:07 (26) 1:25:27 (26) 1:44:24
(30) 28:47 (14) 17:41 (27) 19:39 (23) 19:20 (20) 18:57
土屋 和樹 野口 駿太 佐藤 拓人 宮島 稜 八代 拓磨
(23) 27:20 (24) 45:55 (25) 1:05:30 (27) 1:26:11 (27) 1:45:56
(23) 27:20 (27) 18:35 (26) 19:35 (28) 20:41 (25) 19:45
南雲 大暉 渡辺賛志朗 栗田 北斗 松浦 孝祐 関 遙平
(28) 28:36 (28) 47:18 (28) 1:06:47 (28) 1:27:35 (28) 1:47:25
(28) 28:36 (28) 18:42 (25) 19:29 (29) 20:48 (26) 19:50
稲垣 陽平 木村 世奈 嶋田 恵子 谷本 茉央 土山 卓男
(26) 28:07 (30) 48:20 (30) 1:09:42 (30) 1:31:34 (29) 1:50:40
(26) 28:07 (29) 20:13 (30) 21:22 (30) 21:52 (21) 19:06
阿部 圭吾 吉田 祐貴 谷澤 彰司 町田 昂世 山本啓太郎
(20) 27:06 (29) 48:00 (29) 1:08:32 (29) 1:29:05 (30) 1:52:42
(20) 27:06 (30) 20:54 (29) 20:32 (27) 20:33 (30) 23:37

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
23:57 16:01 16:33 15:48 16:06

小野 裕幸 溝口 大地 神奈川紘輝 川内 優輝 黒岩 優大

18 1:40:25 15

19 1:41:30 27

20 1:42:15 22

21 1:42:25 5

22 1:42:38 20

23 1:42:52 19

27 1:45:56 4

24 1:43:06 12

25 1:43:48 26

城北埼玉高校B

28 1:47:25 9

29 1:50:40 30

30 1:52:42 10

26 1:44:24 7

高崎高校C

藤岡中央高校C

健大高崎高校B

春日部東高校A

春日部東高校C

駒澤大学高校B

城北埼玉高校A

茨城市民ﾗﾝﾅｰｽﾞB

高崎商業高校A

前橋育英高校D

藤岡ｸﾗﾌﾞ

藤岡中央高校B



男子一般ハーフ 駅伝
総合結果・リスト
第４５回　榛名湖駅伝競走大会
2013年 9月 3日 8時30分
審 判 長：有坂　精児
記録主任：吉田　　正
競技場：榛名湖周辺コース(フルコース：３０km、ハーフコース：１６．５km)

記録
ｺﾒﾝﾄ 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

細谷 祐二 阿久津圭司 飯塚 伸彦 関 博紀 黒岩 英高
(4) 17:36 (1) 27:07 (2) 34:10 (1) 44:27 (1) 51:04
(4) 17:36 (1) 9:31 NSR (16) 7:03 (1) 10:17 (6) 6:37

村田 達哉 田中 義己 鈴木 大樹 岡田 将利 徳田紘志郎
(2) 17:10 (2) 27:34 (1) 34:07 (2) 44:49 (2) 51:05
(2) 17:10 (2) 10:24 (7) 6:33 (3) 10:42 (2) 6:16

新井 大洋 在原 紘輝 小屋松泰志 宮崎 研吾 瀬能 裕二
(1) 17:06 (3) 27:35 (3) 34:11 (3) 45:00 (3) 51:25
(1) 17:06 (4) 10:29 (8) 6:36 (5) 10:49 (3) 6:25

木口 航太 佐竹 和也 大石 祐希 中野内大樹 加藤 冴基
(3) 17:29 (4) 28:13 (6) 34:53 (4) 45:33 (4) 51:40
(3) 17:29 (7) 10:44 (9) 6:40 (2) 10:40 (1) 6:07
松尾 玄 阿部 健太 永田 章浩 今野 舜 金子 雄人
(7) 17:48 (7) 28:29 (7) 35:00 (5) 45:52 (5) 52:23
(7) 17:48 (6) 10:41 (5) 6:31 (6) 10:52 (4) 6:31

塚越 康平 上星 克哉 久保田優斗 岩崎 洋太 横澤 拓樹
(5) 17:38 (6) 28:23 (5) 34:52 (6) 45:59 (6) 52:40
(5) 17:38 (8) 10:45 (3) 6:29 (8) 11:07 (8) 6:41
飯塚 司 林 晃平 原島 康平 小室 裕也 落合 大輔
(6) 17:40 (5) 28:15 (4) 34:47 (7) 46:40 (7) 53:46
(6) 17:40 (5) 10:35 (6) 6:32 (14) 11:53 (13) 7:06
宮崎 秀 堀 達貴 小林 優馬 篠原 佑輔 岸 成範

(10) 18:33 (11) 29:44 (10) 36:26 (8) 47:14 (8) 53:57
(10) 18:33 (11) 11:11 (10) 6:42 (4) 10:48 (9) 6:43
下田 雅也 鎌田 晃輔 髙 俊太 小野 智弘 須永 亘
(14) 18:51 (8) 29:17 (8) 36:04 (9) 47:25 (9) 54:01
(14) 18:51 (3) 10:26 (11) 6:47 (9) 11:21 (5) 6:36
植田 智之 深井 雄介 相川 哲人 萩原 諒 高橋 大樹
(12) 18:42 (10) 29:39 (9) 36:08 (10) 47:37 (10) 54:50
(12) 18:42 (9) 10:57 (3) 6:29 (11) 11:29 (15) 7:13
菊池 遼真 池田 元樹 佐藤 優光 大澤 慎悟 天田 玲
(13) 18:50 (17) 31:12 (12) 37:30 (12) 49:34 (11) 56:13
(13) 18:50 (21) 12:22 (1) 6:18 (15) 12:04 (7) 6:39
横山 空 宮崎 靑葉 石毛 哲平 原田 禅 出井 雄貴

(18) 19:39 (16) 31:11 (13) 37:33 (13) 49:38 (12) 56:26
(18) 19:39 (14) 11:32 (2) 6:22 (16) 12:05 (10) 6:48
冨沢 泰平 飯塚 雄基 木暮 世成 萩原 将平 守田 湧哉
(19) 19:41 (20) 31:47 (16) 38:35 (15) 49:39 (13) 56:29
(19) 19:41 (19) 12:06 (12) 6:48 (7) 11:04 (11) 6:50
若松 貴秀 渡辺 幸一 坂本 健真 朴田 明央 佐俣久美子
(8) 18:11 (12) 30:01 (11) 37:02 (11) 49:21 (14) 56:31
(8) 18:11 (16) 11:50 (14) 7:01 (21) 12:19 (14) 7:10

前原 利勝 原田 燦 古谷 優大 細野 拓也 安田 和広
(20) 19:52 (15) 31:09 (15) 37:59 (14) 49:39 (15) 56:37
(20) 19:52 (12) 11:17 (13) 6:50 (12) 11:40 (12) 6:58
山本 聖哉 峯岸 将大 中島 捷人 渡邉 凱地 荒牧 七星
(11) 18:38 (14) 30:37 (14) 37:43 (16) 49:53 (16) 58:14
(11) 18:38 (18) 11:59 (18) 7:06 (18) 12:10 (21) 8:21

順位 No. チーム／メンバー

1 51:04:00 74

2 51:05:00 64

3 51:25:00 66

4 51:40:00 65

5 52:23:00 52

6 52:40:00 56

7 53:46:00 51

8 53:57:00 71

9 54:01:00 58

10 54:50:00 57

11 56:13:00 68

12 56:26:00 55

13 56:29:00 72

14 56:31:00 62

15 56:37:00 59

16 58:14:00 70

T.K.Children翼

柏日体高校A

柏日体高校C

柏日体高校B

柏市立柏高校D

桐生高校

柏市立柏高校C

渋川高校A

前橋高校A

碓氷陸上競技ｸﾗﾌﾞ

前橋高校B

健大高崎高校D

高崎高校

明和県央高校A

春日部東高校D

渋川高校B



記録
ｺﾒﾝﾄ 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区順位 No. チーム／メンバー

三角 泰輝 原澤 良二 後藤 武揚 小竹 涼介 櫻井 凌
(21) 20:03 (21) 31:57 (18) 38:59 (18) 51:07 (17) 58:31
(21) 20:03 (17) 11:54 (15) 7:02 (17) 12:08 (17) 7:24
渋谷 直樹 三浦 奈々 福田 香 菅原 尚樹 笹川 菜月
(16) 19:14 (18) 31:20 (20) 39:24 (17) 50:47 (18) 59:02
(16) 19:14 (19) 12:06 (21) 8:04 (10) 11:23 (20) 8:15

小板橋直樹 天田 雄馬 佐藤 律 鈴木 理央 茂木 大知
(17) 19:38 (19) 31:22 (19) 39:00 (20) 51:18 (19) 59:23
(17) 19:38 (15) 11:44 (19) 7:38 (19) 12:18 (19) 8:05

小板橋俊成 木村 龍吉 浅見 麻衣 徳吉 秀幸 田子 舞織
(15) 19:05 (13) 30:28 (17) 38:52 (19) 51:10 (20) 1:00:15
(15) 19:05 (13) 11:23 (22) 8:24 (19) 12:18 (23) 9:05
伊藤 彩 玉井 樹里 平 雄太 宮田 寛人 佐藤 勇人

(22) 21:18 (22) 34:09 (22) 41:14 (21) 52:57 (21) 1:00:20
(22) 21:18 (23) 12:51 (17) 7:05 (13) 11:43 (16) 7:23
田村 悠貴 飯山 勇輝 山本 茉莉 岡田 力也 保坂 祐作
(9) 18:29 (9) 29:36 (21) 39:25 (22) 53:02 (22) 1:00:27
(9) 18:29 (10) 11:07 (23) 9:49 (23) 13:37 (18) 7:25

松岡 祐輝 目崎 祐司 姜山 祐樹 富岡 亮太 腰塚 正人
(23) 21:47 (23) 34:12 (23) 41:56 (23) 54:36 (23) 1:02:58
(23) 21:47 (22) 12:25 (20) 7:44 (22) 12:40 (22) 8:22

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
16:35 9:52 6:07 9:46 5:53

若松 貴秀 菅谷 亮祐 窪田 正徳 大槻 晃靖 有坂 翔

DNS:欠 場
NSR:区間新記録 New Sect. Record
DNS:区間未発走 Did Not Start

17 58:31:00 60

18 59:02:00 63

19 59:23:00 67

20 1:00:15 69

21 1:00:20 54

22 1:00:27 61

23 1:02:58 73

DNS DNS DNS DNSDNS 53 DNS

前橋高校C

東京福祉大学

T.K.Children雛

柏市立柏高校E

前橋育英高校E

高崎商業高校B

健大高崎高校C

柏市立柏高校F



女子ハーフ 駅伝
総合結果・リスト
第４５回　榛名湖駅伝競走大会
2013年 9月 3日 8時30分
審 判 長：有坂　精児
記録主任：吉田　　正
競技場：榛名湖周辺コース(フルコース：３０km、ハーフコース：１６．５km)

記録
ｺﾒﾝﾄ 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

佐藤 珠里 田谷 胡桃 宮内 美咲 鈴木 遙香 花香 聡美
(2) 19:26 (1) 31:26 (1) 39:05 (1) 51:22 (1) 59:08
(2) 19:26 (1) 12:00 (3) 7:39 =SR (1) 12:17 (3) 7:46

松本綺らら 唐沢未菜実 小林 嗟幸 金子 美悠 田中 杏樹
(1) 19:09 (2) 31:31 (2) 39:29 (2) 52:29 (2) 59:51
(1) 19:09 (5) 12:22 (5) 7:58 (4) 13:00 (1) 7:22

三ツ木桃香 浅水 千歩 薗田 歩実 山口 静香 広瀬あずさ
(5) 20:46 (5) 33:00 (3) 40:23 (3) 53:03 (3) 1:00:33
(5) 20:46 (3) 12:14 (1) 7:23 NSR (3) 12:40 (2) 7:30

干川 瑛美 八木沙耶香 関口由莉亜 塩谷 彩乃 田中 咲希
(7) 20:55 (4) 32:55 (4) 40:29 (4) 53:04 (4) 1:01:01
(7) 20:55 (1) 12:00 (2) 7:34 NSR (2) 12:35 (5) 7:57
森 すず 森 まき 會田 舞衣 會田 舞帆 山宮 美萩
(6) 20:53 (6) 33:31 (5) 41:20 (5) 54:37 (5) 1:02:37
(6) 20:53 (6) 12:38 (4) 7:49 (7) 13:17 (6) 8:00

梨本 侑季 石橋 茉実 野村すずな 石川 理央 西宮 愛
(3) 19:53 (3) 32:48 (6) 41:30 (6) 54:40 (6) 1:03:09
(3) 19:53 (8) 12:55 (9) 8:42 (6) 13:10 (11) 8:29

濵田 萌永 齋藤 幸乃 小林 夏奈 小竹 美咲 宮澤 佳純
(4) 20:11 (7) 33:37 (7) 41:57 (7) 56:09 (7) 1:04:03
(4) 20:11 (10) 13:26 (7) 8:20 (12) 14:12 (4) 7:54

小山 沙稀 丸山 七海 本多 愛 剱持 萌香 林 暁美
(9) 21:30 (9) 34:18 (8) 42:57 (9) 56:38 (8) 1:04:45
(9) 21:30 (7) 12:48 (8) 8:39 (10) 13:41 (7) 8:07

田嶋 里音 萩原 美輝 小西美知花 藤井 結子 高野 百花
(8) 21:14 (8) 34:12 (9) 43:21 (10) 56:56 (9) 1:05:07
(8) 21:14 (9) 12:58 (11) 9:09 (9) 13:35 (9) 8:11

尾谷ひかり 丸橋 葵 新井佳菜子 馬場 春香 茂木美貴子
(11) 22:09 (12) 36:28 (12) 44:41 (11) 58:01 (10) 1:06:17
(11) 22:09 (12) 14:19 (6) 8:13 (8) 13:20 (10) 8:16
星野 彩佳 古住 奈々 干川 菜那 高田あやめ 干川 加菜
(10) 22:00 (11) 35:31 (11) 44:40 (12) 58:51 (11) 1:07:01
(10) 22:00 (11) 13:31 (11) 9:09 (11) 14:11 (8) 8:10
山岡 咲 猪俣 真衣 長谷川実奈未 南 舞鳥 柴村 美字

(12) 22:24 (10) 34:38 (10) 43:34 (8) 56:37 (12) 1:07:13
(12) 22:24 (3) 12:14 (10) 8:56 (5) 13:03 (12) 10:36

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
18:54 11:48 7:39 11:45 7:11

松本騎らら 韮沢 亜衣 小林 嵯幸 北田 菜緒 神宮 萌

NSR:区間新記録 New Sect. Record
#####

順位 No. チーム／メンバー

1 59:08:00 106 柏日体高校D

2 59:51:00 107

3 1:00:33 103

4 1:01:01 110

5 1:02:37 102

9 1:05:07 104

6 1:03:09 112

7 1:04:03 101

10 1:06:17 108

11 1:07:01 109

高崎商業高校C

春日部東高校G

健大高崎高校E

春日部東高校F

12 1:07:13 105

8 1:04:45 111

高崎商業高校D

明和県央高校B

桜陸上競技ｸﾗﾌﾞ

駒澤大学高校C

春日部東高校E

中之条高校C

中央中等教育学校
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